
監訳者序文

本書は，スイス鳥類学研究所のMarc Kéry博士とアメリカ地質調査所パタクセント野生生

物研究センターの J. Andrew Royle博士による Applied Hierarchical Modeling in Ecology:

Analysis of distribution, abundance and species richness in R and BUGS （略称AHM）第

1巻の邦訳である．

個体群（同じ種の個体の集まり）や群集（同じ場所に生息する複数の種の集まり）といった，

生物の集団を定量化する．これは生態的な調査や研究において基本的な要素ではあるものの，時

に何か捉えどころのないことをしているようにも感じられる．というのは，私たちが調査地を訪

れたときに，目的とする個体や種のすべてが都合良くその姿を見せてくれるわけではないからで

ある．また，様々な理由で「見落とし」も生じうる．これらの類に起因する観測誤差は，生息個

体数や生息種数などの本質的な数量を正確に把握することを困難にしてしまう．当然，このこと

は生物集団を時空間的に比較する際にも問題となる．例えば，もし見落としの起こりやすさが時

間や場所によって大きく変化するのであれば，異なる地点で観測された個体数の違いは生息密度

の違いを意味しないかもしれないし，経時的な観測から明らかになる個体数の時間変動は真の生

態的な動態を表さないかもしれない．しかし，これらはあくまで「誤差」である．ならば，多数

の地点で調査を行ったり，長期の観測を行ったりする限り，私たちは平均的な意味で正しい答え

を得られると期待してよいのではないか？

ところが，本書で明確に指摘されるとおり，個体や種の検出が不完全である（偽陰性の誤差が

ある）状況では，残念ながらこうした期待をすることはできない．対象とする生物，その生息

地，調査手法などの間で程度の差こそあるものの，生態的な調査や研究において不完全な検出は

ありふれた問題である．捕獲再捕獲法，除去標本抽出法，多重観測法，距離標本抽出法などの固

有の観測プロトコルが考案され，それぞれのデータを解析するための手法とともに発展してきた

のは，生態研究においてこの問題は看過できないと長らく認識されてきたことの表れだろう．こ

れらの手法は，不完全な検出がもたらす不本意な影響に対処する目的で個体の検出確率を見積も

るために利用される点で共通している．

計算機の性能が大幅に向上し，Rや JAGSなどのフリーソフトウェアが普及した 2000年代に

は，不完全な検出に関する研究が大きく進展した．その全体像は本書を紐解くことで理解される

が，ごく一部をここで挙げよう．まず，本書でも大きく取り上げられるサイト占有モデルやN

混合モデルが新たに提案されたことで，単純な在・不在調査や個体計数調査であっても，（適切

な反復さえあれば）種の分布や個体数量について不完全な検出を考慮した推測が可能になった．
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また，個体数量の推測においては，多様な観測法を統一的に扱えるモデル化の枠組みが現れた．

上述のプロトコルを用いた多地点での計数データはいずれも，N 混合モデルの 1つの変型である

「多項N 混合モデル」を用いて同様に解析できることが示されたのである．これらの発展の背景

にあるのが，本書の主題である「階層モデリング」の着想である．あえて端的に言ってしまえば，

これは，本質的であるが計測が困難な対象（種の分布や個体数量など）を潜在的な状態変数とし

て扱い，状態変数の時空間的な変動を表す部分モデル（過程モデル）と，標本抽出に伴う観測誤

差を表す部分モデル（観測モデル）を連結することで可能となる，不完全な検出に対処するため

の統一的なアプローチである．単純な部分モデルを組み合わせて複雑なデータ生成過程を表現す

るという考え方は，極めて自由度の高い統計モデリングが技術的に可能となった現代において，

モデル構築に強力な指針を与え，また，種々の統計モデルの自然な拡張を導く．時系列（開放個

体群）への対応，群集レベルのモデル化，データ拡大法など，AHM を大著たらしめた多様な展

開の中心に，この秀逸なモデル化の概念があった．

その後，2010年代までに，階層モデリングは本格的な実用の時代を迎えたと言えるだろう．本

書でも大いに活用されるRパッケージ unmarkedが公開され，かなりの数の階層モデルをRで

容易に扱えるようになった．パッケージには今日に至るまで改良が加えられ，これを用いた研究

の数も年々大きく増加している．スイスとリヒテンシュタインに分布するすべての繁殖鳥を対象

とした全国調査では，120以上の種に対してサイト占有モデルやN 混合モデルが適用され，検出

確率を考慮した分布地図や個体数量地図，スイスとリヒテンシュタイン全土での個体数量の推定

値などが得られている（Knaus et al., 2018）．空間を明示する形に捕獲再捕獲法を拡張した空間

捕獲再捕獲（spatial capture-recapture; SCR）法や，複数の観測モデルを介して種類が異なる

データを組み合わせる統合個体群モデリングなど，階層モデリングの枠組みにも重要な進展が見

られた．生態学とその関連分野（特に，定量的な知見が求められる応用的な分野）における統計

推測の範囲は，階層モデリングによって大きく広がったのである．

この 20年ほどの間に見られたこうした著しい発展の中心となって，精力的な貢献を果たして

きたのが，AHM の著者の両氏である．Royle博士は，どちらかと言えば統計生態学者の立場か

ら，重要なモデルクラスを矢継ぎ早に提案し，階層モデリングの概念と体系を驚くべき短期間で

築き上げた（Royle and Dorazio, 2008）．一方，Kéry博士は，どちらかと言えばフィールド生

態学者の立場から，スイス繁殖鳥データなどの解析にいち早く階層モデリングを応用し，また影

響力の大きい複数の著書（Kéry, 2010; Kéry and Schaub, 2012）を通じて，統計学を専門とし

ない多くの生態学者を導いてきた．AHM は，階層モデリングという新たな主題を開拓してきた

両氏の研究成果の集大成であり，同時に，この分野への本格的な入門書でもある．読者は，統計

モデリングの基本的な考え方から先端的な階層モデリングの応用までを，豊富なスクリプトと実

例に沿って実践的に学ぶことができるだろう．

本書で繰り返し強調される階層モデリングの概念には，普遍性がある．本書では主に，野生

動物の分布や個体数量を調べるための定点計数調査を想定して階層モデリングを用いているが，

同様のモデル化のアプローチは，直接的な（あるいは精密な）計測が困難な対象に対する，多

様な観測様式に応用できる．例えば，生態音響調査（Royle, 2018; Wright et al., 2020）や環境

DNA分析（Guillera-Arroita et al., 2017; Chambert et al., 2018），植生被度計測（Irvine et

al., 2019; Itô, 2020）などのデータに対して，近年，生態過程と観測過程の両方を明示的に考慮
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した新たな階層モデルが提案されている．もしかすると，階層モデリングは，野生生物の集団の

ように捉えどころのない対象を扱う，まったく異なる分野でも有用かもしれない．重要な点は，

本書で解説されるモデル化の着想と方法を習得すれば，研究材料や目的を問わず，階層モデリン

グを読者自身の問題に広く活用できるようになる可能性があることである．それゆえに，訳者ら

は，本書が多くの読者にとって価値あるものとなることを確信しているのである．

読者が本書を読み進める際に役立つかもしれない注意点を，以下にまとめておこう．

• 本書で解説される主要な階層モデルを次ページの表にまとめた．これらは主に第 II部で詳

しく解説される．

• 本書では以下に挙げるRパッケージが利用されている．本書の内容を試してみたい場合に

は，これらをあらかじめインストールしておくとよいだろう．実行時に未定義の関数による

エラーが生じた場合には，これらのパッケージのいずれか必要なものを読み込めば解決でき

るはずである．

AHMbook，AICcmodavg，coda，denstrip，jagsUI，lme4，plotrix，R2OpenBUGS，

R2WinBUGS，raster，rjags，unmarked

• JAGSやWinBUGSを実行する際には，初期値として与えられる乱数の値の出方次第で動

作しない場合がありうる．本書の解析の例では，こうした問題が生じても実行用のスクリプ

トを繰り返し入力することで単純に解決できるはずなので，都合の良い乱数が得られるまで

辛抱強く試してみてほしい．

• 最近のRのバージョンでは，乱数を用いたシミュレーションの一部において，乱数のシード

値を同一にしても結果を厳密に再現できないことがある．これは，バージョン 3.6.0におい

てRの乱数生成法が変更されたためであり，乱数生成器を適切に設定すれば同一の結果を得

ることができる（詳しくは Randomのヘルプ項を参照）．

• 本書に掲載されている図の体裁やラベルは，本文に示されている作図用のRスクリプトの出

力とは多少異なる場合がある．

• 本書の校正中にAHM 第 2巻が出版された．第 2巻の概要が本書の序文に示されているが，

最終的な章立てには若干の変更が加わっている．また，本文中でも第 2巻への参照が示され

ている．両者において実際の内容とは多少の齟齬があることになるが，第 2巻に関する原著

の記述はそのままとさせていただいた．

多くの方からの惜しみない協力がなければ，本書の出版が実現することはなかった．原著者の

Marc Kéry博士とAndy Royle博士からは，彼らが原著第 2巻の執筆に追われる最中にも，私た

ちの質問に対して丁寧な回答をいただき，また日本語版への序文を寄せていただいた．共立出版

の山内千尋氏には，企画から出版に至るすべての過程でご尽力いただくとともに，私たちの力不

足のために繰り返し遅延した原稿の完成を辛抱強く待っていただいた．本書の制作を担当したグ

ラベルロードの皆さまには，原稿の不備や改善点を数多くご指摘いただいた．本書の完成に向け

て，私たち訳者が多くの労力を割くことができたのは，それぞれの同僚や家族が寛容でいてくれ

たからである．心より感謝申し上げたい．

2020年 12月　

訳者を代表して 深谷肇一・飯島勇人・伊東宏樹　
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日本語版への序文

私たちの友人であり，同僚でもある深谷肇一氏は，2012年 5月からしばらくの期間，パタクセ

ント野生生物研究センターに滞在した．そこで彼は，固着生物（岩の上のフジツボなどを想像し

てほしい）からなる潮間帯の生物群集の構造と動態のモデル化に関するポスドク研究の，ある問

題に取り組んでいた．パタクセントはもちろん，私たち（MarcとAndy）と深谷氏が出会うきっ

かけとなった場所である．これはおそらく，生態学研究，中でも定量生態学の分野において，パ

タクセントが歴史的に重要であったことに負うところが大きいだろう．パタクセントは，先見の

明に長けた指導者であった前任の Jim Nicholsが拠点とした場所でもある．これにより，パタク

セントは長い間，定量生態学の聖地のような存在であり，深谷氏のような若くて優秀な人材が多

く集まる場所であった．その後，深谷氏はApplied Hierarchical Modeling in Ecologyの第 1巻

（AHM1）を日本語に翻訳する企画を提案した．気が遠くなるほどの作業の結果，いくつかの誤

りとわかりにくい箇所が修正された，事実上のAHM1の第 2版が生み出された．この困難な作

業を深谷氏とともに引き受けてくださった飯島勇人氏，伊東宏樹氏，奥田武弘氏，長田穣氏，川

森愛氏，柴田泰宙氏，高木俊氏，辰巳晋一氏，仁科一哉氏，深澤圭太氏，正木隆氏の努力には大

変感謝しており，また光栄に思っている．この努力によって，より多くの日本の研究者が複雑な

データセットに適合する独自の科学的統計モデルを扱えるようになることを期待している．

AHM1は，生態学における階層モデル（またはマルチレベルモデル）の定式化と解析に関する

本である．階層モデリングは，複雑な統計モデルを，一連のより単純な条件付きモデルとして構

築する方法である．複雑なモデルをより明確に理解できる，より小さな構成要素に分解すること

で，モデル全体の解析や解釈が容易になる．AHM1や他の場所で説明してきたように，階層モデ

リングには，不確実性の適切な考慮，空間・時間・組織のレベルを超えた生態的過程のスケーリ

ング，異なるデータ型や部分モデルの統合など，多くの技術的な利点がある．しかし，おそらく

それ以上に重要なのは，科学において階層モデリングを用いることの哲学的な利点である．巨大

で複雑な系をその構成要素に分解することは，観測データを生じさせた系に関してより機構的に

考えることを強く促す．そのため，階層モデリングは，多くの問題に対してより明確な考え方を

提示し，系の状態の観測に関するモデルと時空間上の状態の関連性に関するモデルを組み合わせ

ることで，科学において探求される機構や仮説を明示的に記述した科学的なモデルを自然に導く

のである（Berliner, 1996）．

深谷氏は，2012年から 2013年にかけてパタクセントに短期滞在していたとき，観測誤差があ

る状況で潮間帯の固着性生物群集の構造をモデル化するために，多状態占有モデルを利用できる
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という素晴らしいアイデアを持っていた．この群集は，潮汐，波，風雨にさらされる岩の上に生息

し，空気に触れることも，完全に水没することもある．これらの群集の標本抽出は，格子標本抽出

法という方法で行われる．格子標本抽出法では，規則的な格子が岩の表面に重ねられ，格子点の

それぞれで占有する種（あるいは「占有種はいないこと」）が記録される．実際には，標本抽出の際

に格子の位置がずれてしまい，そのために観測者がいくつかの格子点で種を誤って記録してしま

うことがある．深谷氏は，その影響が不検出（より一般的には，種の分類誤差）に類似しているこ

とを理解しており，この問題に関する素晴らしい論文を書いた（Fukaya and Royle, 2013）．深谷

氏はその後，空間明示的な（近傍の群集構造に依存する）分類誤差が生じる系に対する興味深い空

間明示型多状態占有モデルを開発した（Fukaya et al., 2017）．これらのモデルは，AHM1（およ

びその続巻であるAHM2（Kéry and Royle, 2020））で取り上げた階層モデルの優れた例である．

これらのモデルには，AHMの全体を通して強調した階層モデリングの主要な要素が含まれてい

る．すなわち，群集の真の状態およびその動態の明示的な機構を記述するモデルと，状態の観測

過程を記述するモデルである．重要なのは，モデルの観測要素が不検出（より一般的には分類誤

差）を表しており，それはAHM1で扱われる階層モデルの決定的な特徴の 1つだという点である．

これらの特徴は，AHM1で取り上げた一連のモデルに共通したものである．AHM1では，生

態学で広く使われているいくつかの重要な階層モデルを紹介しているが，これらはいずれも明示

的な観測モデルと過程モデルから構成され，不完全な検出や分類誤差に対応している．AHM1

で取り上げる主なモデルクラスとして，種の出現の変動を記述する占有モデル，動物の個体数量

を記述するN 混合モデルとその関連モデル，そして完全にモデルに基づいた観点から説明され

る古典的な距離標本抽出法が挙げられる．AHM1で主に焦点を当てているのは，これらのモデ

ルの「基本的な」（すなわち，動的でない）形式である．大変嬉しいことに，AHM1日本語版の

出版に向けたこの序文で，まもなく出版されるAHM2を紹介することができる．AHM2ではよ

り高度な話題を扱っており，特に空間モデルと時系列モデルを重点的に取り上げている．AHM1

では生態学において重要な多くのモデルのうち，動的でない（すなわち，静的な）モデルを紹介

しているのに対し，AHM2では個体群や群集の動態を記述するための空間的または時間的に動

的な特徴を有するモデルを紹介している．

AHM の主題の 1つは，推論のための 2つの枠組みに焦点を当てることである．ほとんどのモ

デルクラスに対して，ベイズ推測と古典的な（すなわち，尤度に基づく）推測の両方を採用してい

る．ベイズ推測の利点は，現在では広く認識されている．JAGS（Plummer, 2003），NIMBLE

（de Valpine et al., 2017），Stan（Carpenter et al., 2017），MultiBUGS（Goudie et al., 2020）

など，マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法を用いてモデルを解析するための，非常に利用

しやすいソフトウェアがいくつか存在し，これらはすべて（階層）モデルの指定にBUGS言語

の方言を使用している1)．AHM1では，（ほとんどの場合）JAGSに実装されたBUGS言語を用

いている．BUGSは統計モデルを記述するための単純だが，非常に強力な言語であり，階層モ

デルの記述とそのMCMCによる解析に特に適している．統計学者を対象とした多くの本では，

腰を据えて自らMCMCアルゴリズムを書くという困難を読者に要求しているが，それは実質的

に，誰にとっても非効率的な時間の使い方であると考えている．BUGSとその関連ソフトウェ

1) 製品名の利用は，アメリカ合衆国政府によるその製品に対する支持を意味しない．
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アは，MCMCを行うために解析者自身が複雑なコンピュータプログラムを書かなければならな

かったBUGS以前の時代には夢にも思わなかったような，創造的かつ科学的に実践可能な方法

で独自のモデルを構築する機会を与えている．生態学と関連科学におけるBUGSの重要性は，

いくら強調しても，しすぎることはない．ベイズ推測には多くの実用的な利点があると考えてい

るが，AHM で紹介されているモデルのほとんどは尤度推測でも解析できる．尤度推測の場合，

潜在変数（個体数量や占有）は周辺化によって尤度から消去される．尤度推測には unmarked

パッケージ（Fiske and Chandler, 2011）を用いている．このパッケージは，私たちの同僚であ

るKen Kellnerの貢献によって近年非常に有用なものとなり，バージョン 1.0が公開された．ま

た，unmarkedにはインターネット上のコミュニティがあり，定量生態学の初心者にとって（時

には専門家にとっても）非常に有用である．

私たちは，長年にわたり，深谷氏をはじめとするパタクセントを訪れた多くの若い科学者とと

もに研究できたこと，また，生態学だけでなく「階層モデル」という難解な問題に対する関心を

共有できたことを幸運に思っている．この邦訳をきっかけにAHM1の内容が広く知られるよう

になり，他の若い科学者にとって生態的な系に対する考え方に影響するような刺激となることを

願っている．
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私は 2003年に大学院で研究を開始し，アメリカ合衆国ニューハンプシャー州のホワイトマウ

ンテン国立公園において，森林管理が鳥類個体群に及ぼす影響を理解するための単純な課題に取

り組んだ．この類の課題でよくあるように，私たちは，異なる方法で管理された一連のサイトで

個体数量を特徴付けるべく，定点計数データを集めた．いくつかのサイトでは個体の多くを検出

できないことや，検出確率が生息地の特徴によって変動するかもしれないことを踏まえて，私の

指導者であるDavid Kingは，それぞれの場所で調査を複数回行い，検出された個体までの距離

を記録することを勧めた．野外調査の季節が終わり，私はデータを手にして簡単な解析を行う準

備をしていた．これが困難の始まりだった．最初に私が試したのは重回帰だったが，何が適切な

応答変数なのかわからず，すぐに行き詰まった．各サイトで検出された個体数の平均を用いるべ

きだろうか？ 最大値？ ひょっとしたら中央値を使うべきかもしれない．文献によって推奨され

るアプローチが異なり，それに応じて結果が変わってしまうことに私はがっかりした．この問題

に加えて，モデルは，個体数量の変動を記述するために集めた説明変数と，検出確率の変動を説

明するために集めた変数を区別していなかった．その結果，私には，観測される計数値に森林管

理が与える影響をモデルで予測することはできても，一番興味のあった個体数量を予測すること

はできなかったのである．

私はすぐに回帰分析をやめ，興味を距離標本抽出法に移した．ここでも再び，すぐ驚くことに

なった．データをまとめることで検出確率に対する距離の効果を考慮することはできても，管理

に関する変数（その一部は連続変数）が個体数量に与える影響を直接モデル化することはできな

かったのである．検出数がゼロのサイトを数多く含む，疎なデータであることが理由で，その当

時勧められていた 2段階解析さえ実行できなかった．さらに，検出確率を補正した上で推定値を

モデル化できたとしても，推定値の共分散を適切に考慮することは非常に難しかった．これらの

問題の解決策を探したところ，非常に苦労して集めた私のデータが無駄になる可能性を示唆する

距離標本抽出法の論文が多く見つかり，私の失望は大きくなり続けた．唯一の選択肢は，何か別

なことを研究することのように思われた．

2004年に，Andy Royleらが，まさに私が考えていた問題を扱っているように思われた 2つ

の論文を発表した．Royle（2004b, Biometrics）は，検出確率に影響する種々の要因を踏まえ

て個体数量の空間変動をモデル化できる反復計数データの扱い方を示し，Royle et al.（2004,

Ecology）は，通常の定点計数法から得られた距離データを用いて個体数量の空間変動をモデル

化する方法を説明していた．私がそれまでに見たどの方法とも異なり，2段階解析を行う必要は
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なく，個体数量に対する共変量と検出確率に対する共変量の両方をモデル化することも容易だっ

た．これらは概念的に明確である上に，データを存分に活用して，私が興味を持っていた仮説を

検証できる階層モデルだった．

これらの興味深いモデルについて，問題が 1つだけ残った．どのようにモデルをデータに当て

はめるか，手がかりがなかったのである．私は統計学の講義をいくつか受講していたが，周辺尤

度は耳にしたことがなく，積分尤度関数を最大化するためのコードをどのように書けばよいか

まったくわからなかった．しかし，その翌年に，Marc Kéryと，Andy Royle，Hans Schmidが

これらのモデルのさらなる詳細を示した論文をEcological Applications誌で発表し，その付録に

最尤推定値の求め方を示した短いRスクリプトを掲載した．私は，このわずかなコードを理解す

ることで，統計やプログラミングについて，過去のあらゆる公式な教育より多くのことを学んだ

といっても過言ではない．そこから，私はすぐにコードを改変し始め，より一般的で，私が収集

した他の種類のデータも扱えるものに変えていった．これがきっかけで，私はやがていくつかの

一般的な関数を開発することになったのだが，同じ時期に，この類のモデルを当てはめるための

Rパッケージを Ian Fiskeが開発し始めていることを知った．Ianとは面識もなかったが，助け

を求め，2年間の有意義な共同研究を経てRパッケージ unmarkedを作り上げた．

私の個人的な歴史を少し伝えた理由は，MarcとAndyが私の経歴に非常に大きな影響を与え

たことを示したかったことに加えて，世界中の応用生態学の専門家に関係するであろう話を伝え

たかったからである．興味のある過程を直接観測できない場合には，単純な実践問題であっても

深刻な課題に直面することになる．絶滅リスクや捕獲制限など，絶対値が関わる問題では，個体

数量の指数や個体群の増減傾向の指数はほとんど役に立たない．応用生態学の専門家は長い間，

この問題を認識してきた．階層モデルは，定義が曖昧な指数を用いる代わりに，生態過程と観測

過程の直接のモデル化を可能とすることで，この問題に対する解決策を与える．階層モデルはさ

らに，生態系の管理者や政策決定者に結果を明確に伝える方法も提供する．しかし，こうした方

法はだいぶ前に生まれているのに，実務家の手に渡るまで非常に長い時間がかかったのはなぜだ

ろうか？ 私の意見では，統計学の学位を持たない私たちでもこうした手法を理解できるように，

MarcやAndyのような研究者が意図的に取り組まなければ，階層モデルの力が理解されること

はなかったのだと思う．統計学者が統計学者のために書いたと思われる統計モデリングに関する

多くの本とは異なり，この本は明らかに，現役の生態学の専門家に向けて書かれたものである．

明確かつ魅力的な文体で，ほぼすべての問題に対してよく練られた例題とコードが用意されて

いる．

私は，生態学を含む関連環境科学分野に対する本書の偉大な貢献は，2つあると考えている．

その 1つ目は，高度なモデリング技法の要点を理解しやすい形で伝えていることである．この本

の偉大な貢献の 2つ目は，応用研究の文脈から外れたところにある．これまで研究が重ねられ，

本書で説明される階層モデリングのアプローチは，非常に一般的で，ある意味で科学としての生

態学において重大な，新しい潮流の 1つとなっている．この本で扱われる手法は，理論モデルと

統計モデルの隔たりを埋めることで，生態的な系に対する知見を深めるための枠組みを与えてい

る．これは，私に強い印象を与えた点である．データが手に入ると，生態学の教科書に現れる数

理モデルは差し置かれてしまうことが多い．計算機上でデータと向き合うと，人は最新の統計手

法を利用したい衝動に駆られて，背景の理論を置き去りにしてしまうようである．例えば，競争
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刊行に寄せて

やアリー効果，生理的制約など，種の分布の制限要因に関する理論は 100年以上の歴史があるの

に，私たちはしばしば，（時には他の目的で得られている）データを，人口学的過程や生物間相

互作用を無視した種分布モデルに投入してしまう（しかも，無視されれば深刻な偏りをもたらし

かねない観測過程に言及することもせず）．あるいは，メタ個体群から得られたデータを機械学

習のアルゴリズムで処理したり，多数の変量効果を含むGAMなどで解析したりしてしまう．こ

の本で解説されている方法は，これらに対する代替案である．メタ個体群のデータにメタ個体群

のモデルを当てはめることで，生物間相互作用の強さの推定や，個体数量や占有，個体群増加率

に対する非生物的共変量の影響の検証を可能とする枠組みである．手にしている科学的な問いに

合わせた統計モデルを構築できる．これが階層モデリングの力である．このような方法はほかに

ない．

本書の内容が完全に理論ばかりだと言っているのではない．そうではなく，この本は，純粋な

現象論的アプローチに依存する代わりに，理論に基づく階層モデルの構築に必要な道具を提供し

ている．予測が重視されるようになった現代にあって，どうしてこの点がそこまで重要なのだろ

うか？ 生態系の将来を予測するために，Netflixのデータマイニングチームを雇うだけでは不十

分なのはなぜだろうか？ 私の考えでは，機構なき予測は，科学の範疇ではないからである．例

えば，予測力の高いモデルは，時空間自己相関をモデル化するだけで構築できる場合がある．あ

る州における投票の傾向を隣の州の傾向から予測できたり，今日の天気が翌日の天気について情

報を与えてくれたりするのと同様に，ある場所における個体数量は，近隣の場所の個体数量の関

数として正確に予測できることが多い．しかし，機構を含まないモデルを当てはめたところで，

根底にある過程について何かを学べるのだろうか？ ほとんど何も学べないだろう．これが，強

力な代替案を示したこの新しい本を手にして私が嬉しく思う理由である．

階層モデリングの枠組みの素晴らしさを強調する一方で，階層モデルは古典的な実験計画法と

その解析の代わりとはならないことを強調しておきたい．実際に，因果の推論という究極的な目

的は，操作実験によってのみ達成されると私は考えている．しかし，系を実験室に持ち込めない

ことが多く，また，他を一定に保ちながら 1つの要素だけを操作できるとも限らないのが，生態

学の難しさである．ある時点のある場所で見られる過程の振る舞いが，別の時間や場所では異な

るかもしれないことが，事態をさらに複雑にしている．そのため，知識を向上させ，保全の努力

に有用な知見を得るためには，実験的アプローチと観察的アプローチを組み合わせなくてはなら

ない．この本で示される手法は，モデルに機構を組み込むための厳密な方法であることを改めて

述べておきたい．これにより，実験研究で得られた知見と野外データから得られた情報を統合す

ることができる．この本で扱われる統合的アプローチは，まさに，生態学分野の進展に極めて有

望と考えられるものであり，これを利用するための道具がようやく揃ったこの時代に仕事をでき

ることは刺激的である．この素晴らしい（大著であるが，まだ始まりに過ぎない）本について，

MarcとAndyを祝うことができてとても嬉しい．次の巻と，この本の恩恵を受けて実現するで

あろうすべての優れた研究を楽しみにしている．

ジョージア大学　

Richard Chandler　
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序　文

この本は，生態学の中核をなす 3つの量，すなわち分布・個体数量（または密度）・種の豊か

さおよびその時間変化を支配するパラメータ（特に生存率と加入率）の応用階層モデリングに

ついて，私たちが新たに執筆する本の第 1巻である．階層モデリングは，生態学における新興

分野である．過去 10年の間に，生態学の階層モデリングに焦点を当てた本が多数出版されて

いる（Banerjee et al., 2004; Clark and Gelfand, 2006; Clark, 2007; Gelman and Hill, 2007;

McCarthy, 2007; Royle and Dorazio, 2008; King et al., 2009; Link and Barker, 2010; Kéry

and Schaub, 2012; Hobbs and Hooten, 2015など）．この話題に対して 700ページ（第 2巻も

合わせると，おそらく 1,500ページ）以上も，何を新しく付け足すことがあるのだろうか？ これ

はもっともな問いかけだろう．

この本では，生態学において非常に重要であるにもかかわらず，階層モデリングに関する過去

の文献では大まかな説明しか（あるいは何の説明も）与えられなかった，いくつかのモデルク

ラスを取り上げている（例えば距離標本抽出法など）．また，Rプログラム，特にRパッケージ

unmarkedと，汎用ベイズモデリングソフトウェアBUGSによる解析を行うための完全なレシピ

を，この本で紹介するすべてのモデルに対して与えている．unmarkedを用いた解説は類書にな

い特徴である．この本（とりわけ第 2巻）では，数年前には想像すらできなかったモデルもいく

つか取り上げている．例として，開放階層距離標本抽出法モデルやメタ群集個体数量モデル，明

示的な個体群動態を含むモデル（Dail and Madsen（2011）による有名なモデル）などが挙げら

れる．これらのモデルは計数値やそれに類似するデータ（距離標本抽出法も含まれる）に当ては

めることができ，そのほとんどはこのわずか数年の間に登場したばかりである．このように，本

書は，これまでの取り組みに立脚する生態学の階層モデリングの現状に関する時宜を得た総括で

あると同時に，最新の重要分野も取り上げており，また，尤度（unmarked）とベイズ（BUGS）

の両方の枠組みによる実装を提供している．

モノグラフを集めた本

ある意味で，本書『生態学のための階層モデリング－－－RとBUGSによる分布・個体数量・

種の豊かさの統計解析』（Applied Hierarchical Modeling in Ecology; AHM）は複数の本を集め

たもの，あるいは「モノグラフを集めた本」である．第 1巻は導入的な内容の 2部から構成され，

前半の第 I部「序説」（第 1～ 5章）で必要な概念と技術を紹介した後，後半の第 II部「閉鎖系の

モデル」（第 6～ 11章）で分布・個体数量・種の豊かさ，および群集とメタ群集に関するその他
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序　文

の記述量を表す，静的な人口学的モデルを扱う．第 2巻は，個体群と群集の動態モデル，および

高度な人口学的モデルを紹介する 2部構成である．AHM で扱う話題の区分や第 2巻に予定して

いる内容の詳細を紹介しよう．

本文の執筆が終わってこの序文を書いている現時点で第 1巻を振り返ってみると，まるで 1冊

の本の中に，それぞれ独立な本を 10冊ほど詰め込んでしまったかのような気分になる．この本

の前半は一般的かつ初歩的な「モノグラフ」から構成され，分布・個体数量・種の豊かさの概念

とその測定，およびモデル化の実際（第 1章），階層モデルとその解析（第 2章），線形モデル・

一般化線形モデル・混合モデル（第 3章），Rによるデータシミュレーション（第 4章），名高い

BUGS言語とそのソフトウェア（第 5章）について，それぞれ説明する．後半は，分布・個体数

量・種の豊かさに対する人口学的モデルを主題とした 6つの総合的なモノグラフが続く．ここで

想定されているのは，個体群や群集の計測が複数の地点で行われるという極めてありふれた文脈

である．著者らはこれを「メタ・個体群デザイン」と呼んでいる．

第 I部では，前置きに当たる第 1章に続いて，階層モデルとそのベイズ論的・頻度論的解析に関

するモノグラフが用意されている（第 2章）．その次のモノグラフ（第 3章）は，応用統計学の「中

核」とも言える線形モデルと一般化線形モデル（GLM），単純な混合モデルについてのわかりや

すい概説である．説明は非常に簡単な生態学のデータセットを用いて行われる．本書の決定的な

特徴は，データシミュレーションである．データシミュレーションは生態学（および統計学）の専

門家が仕事をする上で非常に有用であることから，次のモノグラフ（第 4章）はこの重要な話題を

扱う．この章では，本書で扱われるモデルクラスの基本的なデータセットを生成するRコードを

順番に説明していく．これらは，野外の複数の地点（例えば 20か所や 100か所，または 267か所

など）において，鳥などの生物を繰り返し（例えば 2回とか 3回）計数して得られるものである．

モデルを定義するためのBUGS言語は，現在利用されているベイズ推測のための 3つのBUGS

エンジン，すなわちWinBUGS（Lunn et al., 2000），OpenBUGS（Thomas et al., 2006），JAGS

（Plummer, 2003）に実装されている．BUGS言語は最近，刺激的な新しいRパッケージである

NIMBLE（NIMBLE Development Team, 2015; de Valpine et al., 2017）にも採用されてい

る．NIMBLEはモデルを当てはめるための汎用ソフトウェアである．階層モデルの柔軟な指定，

およびモデルの最尤推定とベイズ事後推測を，BUGS言語を用いて行うことができる．

その誕生から 25年の間，BUGSは生態学を含むあらゆる科学におけるベイズ統計の隆興の立

役者であり続けている（Lunn et al., 2009）．BUGSはいまや，最も重要かつ一般的なベイズモ

デリング言語に成長しており，そのユーザー数は今でも急速に増え続けている（もちろん，こ

の本によってその勢いが一層伸びることを願ってやまない）．BUGSは独特なソフトウェアであ

る．生態モデリングのBUGS以前の時代（生態学の石器時代と呼んでもよいかもしれない）に

は挑戦しようなどと微塵も思わなかったであろうモデルの構築・検証・当てはめを，統計学を

専門としない者でも自由に行うことができる．今ではBUGSに関する有用な入門書が数多く存

在するが（例えばMcCarthy, 2007; Kéry, 2010; Lunn et al., 2013; Korner-Nievergelt et al.,

2015），この本では実践的なBUGS入門を第 5章で新たに書き下ろした．ここでは，第 3章で取

り上げるモデル（線形モデル，GLM，単純な混合モデル）を例に，3つのBUGSエンジンすべ

ての使い方を説明する．ほんの 70ページほどではあるが，BUGSモデリングの最新手法に加え，

できる限り多くの話題を盛り込んだ，現時点で最新かつ最良の解説である．すでに馴染みがある
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序　文

（かもしれない）モデルを用いてBUGSを学ぶことで，基本的なモデルのベイズ解析とBUGS言

語での実装を良く理解できることを願っている．

この本の第 II部は，総合的な 6つのモノグラフから構成される．いずれも，1か所ではなく複

数箇所で調査が行われる「メタ・個体群デザイン」（Royle, 2004a; Kéry and Royle, 2010）の

もとで，分布・個体数量・種の豊かさや，個体群や群集の人口学的指標を推測する重要なモデル

クラスを扱っている．第 6章は二項混合（あるいはN 混合）モデル（Royle, 2004b）を扱う．こ

れは非標識個体の計数（捕獲した個体を記録する必要のない個体数量の反復測定）データに対す

る独特なモデルで，検出が完全でないために実際より少なく数えてしまうことによる推測のバイ

アスを，明示的な測定誤差モデルを導入して修正するものである．第 7章では多項混合モデル

（Royle, 2004a; Dorazio et al., 2005）を取り上げる．多項混合モデルとN 混合モデルは，当て

はめられるデータ型だけが異なる「姉妹」モデルである．多項混合モデルでは，一般的に個体識

別（つまり捕獲再捕獲法型のデータ）が必要であり，また，ここでも 1か所ではなく複数箇所で

のデータ収集が想定される．どちらの混合モデルも登場して 10年ほどが経ち，上述の階層モデ

リング書のいくつか（主に Royle and Dorazio, 2008）で取り上げられてはいるものの，この本

ほど詳細に，しかも生態学の専門家にもわかりやすいように書かれたものはこれまでなかった．

第 8章と第 9章は特別である．これらは，2つの古典（Buckland et al., 2001, 2004a）以来，

10年以上を経て発表されるおそらく最初の，しかも実用的な，距離標本抽出法の総合である．こ

の 2つのモノグラフでは，1冊の本にしても十分なほどの多くのページ数を使って，階層モデル

の文脈で距離標本抽出法の新しい見方を提供する．これによって，この重要なモデルが今より

はるかに多くの生態学の専門家から理解され，広く利用されるようになることを期待している．

AHM では主に，静態モデルを第 1巻で，動態モデルを第 2巻で詳しく説明するが，第 8章と第 9

章はこの規則から少し外れている．概念の統一よりもテーマのまとまりを優先して，両方の距離

標本抽出法（閉鎖モデルと開放モデル）をここにまとめた．とはいえ，第 2巻でも階層距離標本

抽出法モデルの最先端（開放モデルや新しい拡張など）をいくらか紹介することを予定している．

この本の最も斬新な点はおそらく，これら 2つのモノグラフ，つまり階層距離標本抽出法に関

する記述が豊富なことにある．階層距離標本抽出法はわずか 10年ほど前（2004年頃）に開発さ

れたばかりだが，すぐに注目を集めるようになった．階層距離標本抽出法の定式化には，時空

間的に反復された距離標本抽出法データのモデル化や，異なるプロトコルで収集されたデータ

セットのモデル化（「統合モデル」）において，以前は考えられなかったか，少なくとも実現でき

ていなかった優れた柔軟性があることが広く認識されたからである．例えば，距離標本抽出法

データによる個体群動態のモデル化（Sollmann et al., 2015）や，群集サイズと構造のモデル化

（Sollmann et al., 2016）は，階層モデルの文脈では確実に実行可能な（より具体的には，些細

な）問題である．さらに，こうしたモデルは他のデータ型（例えば捕獲再捕獲法型）に対するモ

デルとよく似ており，BUGSがあれば生態学の専門家でも実装が可能である．

個体数量（あるいは密度）に関するモデル要素と，不完全な検出によって実際よりも少なく

数えてしまう測定誤差を表すモデル要素から構成される階層モデルの包括的な主題のもとでは，

「捕獲再捕獲法」と「距離標本抽出法」というかけ離れた 2つの領域の間には，比較的小さな違

いがあるだけである（Borchers et al., 2015）．このような見方の変化を，読者がこの本から読

み取ってもらえたら幸いである．捕獲再捕獲法モデルと距離標本抽出法モデルの間にある違い

xxi

生態学のための階層モデリング―RとBUGSによる分布・個体数量・種の豊かさの統計解析―  
Marc Kéry ・J. Andrew Royle 著・深谷 肇一・飯島 勇人・伊東 宏樹監訳・飯島 勇人・伊東 宏樹・奥田 武弘・長田 穣・川森 愛・柴田 泰宙・高木 俊・ 

辰巳 晋一・仁科 一哉・深澤 圭太・深谷 肇一・正木 隆訳　https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058149

https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058149


序　文

は，観測されるデータの背景にある測定誤差のパラメータ化と，（当然ながら）測定誤差モデル

のパラメータ推定に必要なデータ型だけなのである．統計モデルの階層的な表現には，これまで

まったくの別物として教わることが多かった様々なモデルの類似性を明らかにする，素晴らしい

統合力がある．これが本書の主題の 1つであり，本書の中で繰り返し述べていくことである．例

えば，非標識個体の計数値に対する二項混合モデルと，捕獲再捕獲法データに対する多項混合モ

デル，階層距離標本抽出法モデルの間にある違いが，極めて些細なものであることが理解されれ

ば幸いである．3つのモデルの間で異なる要素は測定モデルだけであり，本質的な生物学的数量

（個体数量や密度）を表す状態モデルはまったく同じなのである．

最後から 2つ目のモノグラフ（第 10章）では，占有モデリング（MacKenzie et al., 2002; Tyre

et al., 2003）を取り上げる．種の出現や分布に対するこの強力なモデルは，偽陰性と偽陽性の

両方に対する明示的な測定誤差モデルを含むか（以下のモデルがこれに相当する：Royle and

Link, 2006; Aing et al., 2011; Miller et al., 2011, 2013b; Sutherland et al., 2013; Chambert

et al., 2015），あるいは偽陰性だけを説明する測定誤差モデルを備えている（上記以外のすべて

の占有モデルがこれに相当する）．占有モデルは生態学で大きな影響力を持つようになっており，

モデルの理論を発展させる論文の数も，このデザインとモデルを応用した研究例の数も，どちら

も急成長を遂げている（この分野の急激な発達を「恐れて」，受理する占有モデル論文の数に上

限を設けた生態学の学術誌の編集者がいたといううわさ話を聞いたこともある．進歩に水を差す

にしても，もっと良いやり方があるというものだろう）．占有モデルを解説した本が出版されて

いるだけでなく（MacKenzie et al., 2006; 第 2版（準備中）1)），占有モデルに特化したソフト

ウェア（特にPRESENCE（Hines, 2006）とMARK（White and Burnham, 1999; Cooch and

White, 2014））もいくつか存在している．AHM 第 1巻では単一種を対象とする占有モデルを詳

しく解説するとともに，類書では取り上げられたことのない話題（例えば空間上，または時間上

の「トランセクト」に沿って収集されたデータに対するモデルなど）にも焦点を当てる．第 2巻

でも，いくつかのモノグラフで様々な占有モデルを取り上げる（詳しくは以下を参照）．

第 1巻の最後のモノグラフで取り上げるのは，群集モデル（これまでのモデルの群集型，つま

り多種型）である．具体的には，占有モデル（第 10章）と二項N 混合モデル（第 6章）の群集

型について解説する．これらの階層モデルは強力で，個々の種，局所群集，メタ群集全体など，

複数のスケールの推測を行うことができる．これまでと同様，どちらのモデルにも推測対象の状

態（「メタ・個体群」の各サイトにおける，個々の種の在・不在や個体数量）に対する明示的な

測定誤差モデルが含まれている．こうしたモデルはごく最近になって大きな注目を集めるように

なった（Iknayan et al., 2014; Yamaura et al., 2012, 2016）．この本で提供されているのは，今

まさに必要とされている，個体数量と占有に基づく群集モデルに関する，包括的かつ極めて実践

的なモノグラフである．

言うまでもなく，第 1巻の内容は，強力で有用な階層モデルに幅広く対応する，独立した入門

書になっているだけでなく，第 2章で解説されるさらなるモデルや高度な内容の基礎にもなって

いる．第 1巻と第 2巻で扱う話題の区分を以下にまとめる．

1)【訳注】現在はすでに出版されている．MacKenzie, D.I., Nichols, J.D., Royle, J.A., Pollock, K.H., Bailey, L.,
Hines, J. E., 2017. Occupancy Estimation and Modeling: Inferring Patterns and Dynamics of Species
Occurrence, second ed. Elsevier, London.
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統一的な主題

AHM は，これまで詳しい解説がほとんど（あるいはまったく）与えられていなかったモデル

をただ寄せ集めたものではなく，この本を通して強調したい多くの統一的な主題に沿って構成さ

れている．

• 階層モデリング

• データシミュレーション

• 測定誤差モデル

• 2つの推測の枠組み（ベイズ論と頻度論）によるアプローチ

•（階層的な尤度の構成とデータシミュレーションを含めた）わかりやすく親切な表現方法

•「クックブックレシピ」

• 予測

第 1に，階層モデリングは，モデリングと思考についての統一的な概念であり，かつ包括的な

原理であると主張したい．先に強調したとおり，階層モデルとして見ればすべてのモデルはほと

んど同じであり（あるいは非常によく似ており），些細な修正によって，あるモデルを別のモデ

ル（例えば捕獲再捕獲法モデルから距離標本抽出法モデル，占有モデル，さらには群集・メタ群

集モデルなど）に変えることができる．本書の至るところに現れる，この階層モデリングの重要

な考え方については，第 1章で説明している．

第 2に，この本は随所でデータシミュレーションを活用する．データシミュレーションは統計

学の専門家にとって極めて重要なものであり，生態学の専門家にとってはより一層有用なもので

ある．著者らによる 2つの書籍（Kéry, 2010; Kéry and Schaub, 2012）を除くと，本書ほどこ

の点を徹底した類書はない．統計学の専門家は様々なモデルに対して頻繁にデータシミュレー

ションを用いている（生態学の専門家もそうだろう）が，データシミュレーションは
・
も
・
っ
・
と広く

利用されて然るべきである．この本ではデータシミュレーションに 1つの章（第 4章）をあて，

この技術を日常的に利用することの大きな利点を説明する．データシミュレーションのおそらく

最も重要な恩恵は，モデルの完全な理解を促すことだろう．これは単純なことで，モデルを理解

できていなければ，そのモデルのもとでデータシミュレーションを実行するRコードは書けな

いのである．データシミュレーションのアルゴリズムは，統計モデルの完全な記述を与えるもの

である，とさえ言ってよいかもしれない．実際，この本では，まったく新しいやり方でRによる

データシミュレーションを活用している．すなわち，統計モデルを説明するためにこれを用いて

いるのである．

データシミュレーションの第 2の恩恵は，（自分で書いたものか，BUGSのようなブラック

ボックスが生成したものかを問わず）MCMCアルゴリズムとモデルコードの検証に役立つこと

である．この本では，扱われるモデルクラスのほとんどに対してデータシミュレーションのR関

数を与えている．これらが（第 4章で示すように）様々なデータシミュレーションで利用される

ことを期待しているが…，関数が生成する素敵で気まぐれなグラフを楽しむためだけに使われて

いたとしても，ときどきであれば悪い気はしない．

第 3に，この本で紹介する主なモデルクラスの決定的特徴は，個々の種（群集やメタ群集全体

を扱う場合は複数種）の分布と個体数量に関するあらゆるデータの背景にある測定誤差過程を明
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示的に表す部分モデルの存在である．読者にとってはお馴染みかもしれない連続変数（体長な

ど）の測定誤差と比べると，離散値（計数値や在・不在など）の測定誤差は根本的に異なる性質を

持っている．これらは正確に 2種類（偽陽性と偽陰性）に分類され，偽陰性測定誤差と対になる

用語として検出確率（または短縮して検出率）や遭遇確率などがある．離散測定誤差は，複数の

観測値の平均をとっても相殺されない，大きく種類の異なる測定誤差である．そのため，分布・

個体数量・種の豊かさに対するモデルの中でこれらを説明しないと，推測はひどく偏ったものに

もなりかねない．AHM は，分布や個体数量に関する生態モデルにおける測定誤差過程の重要性

を強調した先行研究（例えばOtis et al., 1978; Seber, 1982; Buckland et al., 2001; Borchers

et al., 2002; Williams et al., 2002; Buckland et al., 2004a; Amstrup et al., 2005; MacKenzie

et al., 2006; Royle and Dorazio, 2008; King et al., 2009; Kéry and Schaub, 2012; McCrea

and Morgan, 2014; Royle et al., 2014）に同調する「推定論の本」である．こうした研究の数

は急速に増加している．

第 4に，著者らは生粋のベイズ論者でも，筋金入りの頻度論者でもない．ベイズ論・と頻度論の

併用がとりわけ有用な場合があるため，好むのは 2つの推測の枠組みによるアプローチである．
おそらく，著者の 2人はどちらもベイズ論に傾きがちな個人的傾向はあるものの，ベイズ論と頻

度論にはそれぞれ有利と不利があり，これらは多かれ少なかれ特定のデータセットや科学的な問

いと関係している（Little, 2006; de Valpine, 2009, 2011）．さらに，ベイズ解析と頻度論解析

の選択の適切さは，熟達した分析者の有無や計算機の利用可能性にも左右される．ベイズ論によ

る解決法には，統計とプログラミングに関するより多くの経験と，より高速な計算機が必要とな

る場合が多いからである．こうした理由で，2つの推測の枠組みによるアプローチは，著者らが

強く支持するものであり，この本で展開する主題にもなっている．2つの推測の枠組みによるア

プローチは，1つの章を除いて随所に現れる．こうしたアプローチはこれまでの本（特にRoyle

and Dorazio, 2008）でもいくらか採用されているが，著者らの知る限り，この本ほど完全に統

合された方法をとった類書はない．最新の話題を扱う第 II部の各章では，両方の推測の枠組み

を使って各モデルクラスを説明し，それぞれが得意とする点と不得意とする点を強調する（ただ

し，第 11章は非ベイズ解析では困難な，パラメータ数の多いモデルを扱うため，例外である）．

第 5に，この本における表現がわかりやすく親切で，読みやすいものになるよう腐心した．こ

の本には当然，数式や方程式が現れるが，それでも統計学の類書に比べればおそらく少ないだろ

う．ほとんどの生態学の専門家は，大して複雑でない尤度式さえ読むことができない．これはお

そらくあまり望ましくない事態だが，すぐには変わりそうもない紛れもない事実である．かなり

多くの生態学の専門家が，複雑なモデルの尤度を読んで理解できるようになるためのおそらく

「唯一の」方法は，この本の各章で（およびBUGS言語でこれらのモデルを指定するときに）そ

うするように，一連の条件付き確率の記述によって階層的に尤度を構成することだと思われる．

特にこの本は，全体にわたって，代数に加えてデータシミュレーション（と，そのためRコー

ド）を利用する．データシミュレーションのRコードは，モデルの尤度を暗に表現するための非

常に明確でわかりやすい方法である．このことはまったく新しい考え方らしく，これまではっき

りと述べられたことはないようである．

第 6に，各モデルクラスの解析に対して，読者が実際に仕事で行うことになるすべての手順を

解説する（クックブックレシピ）．これにはモデルの当てはめに加えて，反応曲線や予測などの
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要約解析，さらに出現や個体数量の地図化と，モデル適合度の評価などが含まれる．クックブッ

クレシピの提供は無理解での使用を広く促しかねないとして，多くの統計学者から不興を買うだ

ろうが，著者らはこうした考えが事実無根であると信じている．まず，最も重要なこととして，

たとえ非常に簡単な解析であっても，分析者はモデルと解析方法を理解している必要がある．そ

うでなければ，些細なエラーが無数に発生し，BUGSを動かすこともできない．次に，もし何も

理解していないと，論文の結果の節で解析結果を明確に述べることも，指導教員や相談相手，僚

友にわかりやすく説明することもできない．一方で，因子水準を含む線形モデルのような最も基

本的な統計解析さえ，極端に広く誤解されたままである（多くの人が切片や処理対照パラメータ

が何なのかを理解していない）．
・
ど
・
ん
・
な種類の統計モデルでも，簡便なコードが広く利用可能に

なれば乱用される危険があるのである．また，この本や類書に現れる複雑なモデルでは，データ

を 3次元や 4次元の配列に書式化するといった非常に基本的な段階が，（たとえモデルの概念を

適切に理解していても）R初心者にとっては大きな障害となりうる．このような場合，解析コー

ドのクックブックは必須である．最後に，これは著者らの経験であるが，モデルを当てはめて推

定値を眺めることが，時として，パラメータの意味に対する本当の理解に繋がることもある．言

うまでもなく，この効果は，データへの入力が既知で，得られる推定値も大体わかっている，生

成されたデータセットにモデルを当てはめるときに，より顕著なものになる．まとめると，クッ

クブックレシピは有害なものではなく，逆にもっと広く普及
・
す
・
べ
・
きものである．本書はこの点を

徹底している．

最後に，第 7として，この本で大量に提供するコードレシピの 1つは，予測（ある範囲の共変

量の値に対する，応答変数やパラメータなど何らかの数量の期待値の計算）に関するものであ

る．予測を行うことは，モデルに対数やロジスティックなどのリンク関数，多項式項や交互作用

が含まれるときに現れる共変量関係を理解すること，および論文の図などで解析結果を説明する

こと，という 2つの観点から非常に重要である．この本では至るところで予測の重要性を強調す

る．特に重視するのは，種の個体数量や出現の地図を生成する地理空間上の予測であり，これは

昨今，大きな注目を集めている話題である（こうしたモデルは「種分布モデル」と呼ばれてい

る）．予測の生成と予測値の地図化の方法は，本書第 II部の各モノグラフで焦点を当てているほ

か，第 I部でも大きく取り上げている．

この本は特に生態学の専門家を意識して書かれているが，扱われているすべてのモデルについ

て，その現状と理解の最先端を伝えている．さらなる研究の必要性が強調されることを期待し

て，その話題については未知の問題が残されていることを認めている部分もある．これには（お

そらく一般的に，多くの階層モデルで共有される）モデル適合度の問題や，負の二項N 混合モデ

ルに見られる，適合は良いのに予測が悪いというジレンマ（第 6章），占有モデルにおいて，測

定誤差の情報を得るために時間反復の代わりに空間反復を利用すること（第 10章）などが含ま

れる．この本は，著者らの知識をひけらかすためではなく，読者が階層モデルを理解して応用す

ることを手助けするために書かれている．そのためには，階層モデルそのものの限界や，階層モ

デルに対する著者らの理解の限界を示し，この分野の発展に読者が貢献できるかもしれない部分

を正しく伝える必要があったのである．
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unmarkedパッケージ

ある人によれば，それについて書かれた本が出版されていないRパッケージは信用に値しない

という．この本はRパッケージ unmarked（Fiske and Chandler, 2011）について書かれた本で

もあることから，これで unmarkedも信用に足るものになったと言ってよいだろう．unmarked

パッケージは十分に一般的で，おのおのの解析をRプログラムに組み込める，Rプログラミング

環境の一部である．シミュレーションの実行，データの処理と符号化，（多数の種，年，サイト

について繰り返すなどの）バッチ処理による解析，データの処理と解析の手続きの記録，結果の

分析と作図，要約解析，適合度評価，モデル選択などの目的に大いに役に立つ．

unmarkedパッケージでは極めて多様な，閉鎖型と開放型の階層モデルを当てはめることがで

きる．著者らの知る限り，unmarkedはこの本で取り上げる（ほとんど）すべてのモデルクラス

の尤度推定を行える，唯一のパッケージである（ただしPRESENCE（Hines, 2006）とMARK

（White and Burnham, 1999; Cooch and White, 2014），E-SURGE（Choquet et al., 2009b;

Gimenez et al., 2014）は占有モデルを，PRESENCEとMARKはさらにRoyle-Nicholsモデ

ルとN 混合モデルも当てはめられる）．これらの多様な階層モデルの解析に unmarkedを用いる

ことの利点の 1つは，作業の流れの効率化と標準化をモデルの種類によらず実現できることであ

る．unmarkedによる階層モデルの解析は，以下のような少数の基本的手順によって行われる．

(1) データを適切な書式に整える標準的なコンストラクタ関数を用いて，データを「unmarkedフ

レーム」に格納する．(2) 標準的なモデル当てはめ関数を用いて，パラメータ推定値や標準誤差，

AIC，その他の統計量を出力する．(3) モデル選択表の生成や（例えば，パラメトリックブート

ストラップ法による）適合度解析，予測値や当てはめ値の作図など，要約解析を行う．unmarked

パッケージには，これらの要約解析を手助けする標準的な関数が含まれている．

unmarkedパッケージは，活発で，たいていの場合は非常に友好的なメーリングリスト

（groups.google.com/forum/#!forum/unmarked）に支えられている．これに登録すれば，開発

状況の把握，バグの報告，支援の要請などが行える．最後に，unmarkedはオープンソースのソ

フトウェア開発プロジェクトである．ソースコードは簡単に入手でき，誰でも修正して拡張でき

る．読者には unmarkedグループへの参加を勧めたい．

計算2)

ある意味で，この本は生態学的な計算に関する本である．この本ではモデルの定式化と解析

を強調しているが，その大部分で，R言語によるプログラミングと，unmarked，WinBUGS，

JAGSなどの様々な関数の実行が要求される．この本では，BUGS言語によるベイズ解析の実装

にWinBUGSと JAGSを採用している（ただし，OpenBUGSやNIMBLEを用いる選択肢も等

しくあり得たと思う）．これらは，Rパッケージ R2WinBUGSと jagsUIを用いればほとんど同じ

ように利用でき，BUGS言語の実装も，JAGSとWinBUGSの間には小さな違いがほんの少し

あるだけである（インターネットから入手できる JAGSマニュアルと，Lunn et al.（2013）を

参照）．

2) 製品名の利用は，アメリカ合衆国政府によるその製品に対する支持を意味しない．
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興味深いことに，BUGSの利用は，MCMCアルゴリズムを自作することに比べると，何か

劣ったアプローチとして統計学の専門家から好まれないことがしばしばあり，BUGSに頼るこ

とは論文の査読や（特に統計学の専門家が多く出席する）会議での発表で批判の的となりやす

い．内部の仕組みを理解するために，MCMCは自分で書くべきであるというのが，統計学の研

究者によく見られる考え方である．著者らはこうした考えに反対である．今日（おそらく 20年

後でさえ），生態学の専門家の大部分は自作のMCMCを書くことはできないし，書きたいとも

思わないだろう．実のところ，統計学の専門家の多くもできないのである．一方，BUGSがあれ

ば，非常に有益なMCMCの技術が生態学の専門家にも利用可能となり，学位を持った統計学の

専門家の助けを借りなくてもモデルの記述と解析ができるようになる．そのため，著者らは，都

合が合えばどの実装（WinBUGS，JAGS，OpenBUGS，NIMBLE，あるいは将来現れるかも

しれない何らかのソフトウェア）でも構わないので，BUGS言語の利用を強く推奨する．確か

に，独自のMCMCアルゴリズムが「極めて」有効なモデルや問題もないわけではない．しかし

ながら，アルゴリズムの実装に必要な時間を考えれば，MCMCの自作は，ほとんどの状況と大

部分の人にとって現実的でないアプローチである．さらに，BUGSプログラムの最も素晴らし

い点は，モデルを定義するための言語にある．統計学の専門家でも，そうでない人でも，BUGS

言語を理解することは非常に簡単であり，たとえ統計モデルやシミュレーションモデルが複雑で

あっても，自信を持って定式化できるものであることが確かめられている．したがって，広く利

用されるべきはBUGS「言語」なのだろう．現在の実装には効率的でない部分もあるかもしれな

いが，今後さらに効率的なものが現れないとも限らない．計算能力の向上も日進月歩であり，そ

れはこれからも続くだろう．特に，計算機にはますます多くのコアが搭載されるようになり，マ

ルチコア処理によって多くのモデルの実行時間が改善されるはずである．

BUGSのようなMCMCブラックボックスの利用について広がる懸念に対して，現代的な生態

モデリングではデータシミュレーションが重要な役割を果たすことを主張した．生成されたデー

タを解析することで，読者は計算手続きの振る舞いに対する深い理解を得られるだろう．重要な

点は，特定の問題の 1つ 1つではなく，平均的な振る舞いを理解することである．データシミュ

レーションでは，最尤アルゴリズムがしょっちゅう局所解や平らな尾根に陥るようなことは起こ

りにくい．著者らは，文字どおり何千回も，BUGSを用いて本書のモデルを生成されたデータに

当てはめてきた．パラメータ空間の中で，正しい値（データセットを生成するのに用いた値）の

近くにアルゴリズムが収束しないことは非常に稀である．MCMCによる解析では連鎖の収束を

得ることがひどく難しいという主張を時折見かけるが，著者らはそうした心配はないものと考え

ている．

構成

AHM の執筆を始めた時点では，2巻構成は想定していなかった．しかし，題材は大量にある

ことがあとになって認識された結果，AHM は 2巻構成となった．現時点では，全 25章の 4部

構成（各巻に 2部を収録）が予定されている（表 1を参照）．すでに説明したとおり，AHM のプ

ロジェクト全体を分割した結果，第 1巻には統計モデリングと推測の基本的な概念，およびデー

タシミュレーションに関する初歩的な内容（第 I部）と，（第 9章の距離標本抽出法で多少の例外

はあるが）静的な系を対象とした，個体数量と出現の 1種ないし多種モデルに関する内容（第 II
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表 1 Applied Hierarchical Modeling in Ecology（AHM）の第 1巻と第 2巻の概要．

AHM volume 1: Prelude and static models
Preface
Part 1: Prelude
1. Distribution, abundance, and species richness in ecology
2. What are hierarchical models and how do we analyze them?
3. Linear models, generalized linear models (GLMs), and random effects: the components of

hierarchical models
4. Introduction to data simulation
5. The Bayesian modeling software BUGS and JAGS

Part 2: Models for static systems
6. Modeling abundance using binomial N -mixture models
7. Modeling abundance using multinomial N -mixture models
8. Modeling abundance using hierarchical distance sampling
9. Advanced hierarchical distance sampling

10. Modeling distribution and occurrence using site-occupancy models
11. Community models
AHM volume 2: Dynamic and advanced models
Part 3: Models for dynamic systems
12. Modeling population dynamics with Poisson generalized linear mixed models (GLMMs)

and some extensions
13. Modeling population dynamics with replicate counts within a season
14. Modeling population dynamics with distance sampling data
15. Hierarchical models of survival
16. Modeling species distribution and range dynamics using dynamic occupancy models
17. Modeling metacommunity dynamics using dynamic community models
Part 4: Advanced models
18. Multistate occupancy models
19. Modeling false-positives
20. Models for species interactions
21. Spatial models I
22. Spatial models II
23. Combination approaches/Integrated models
24. Spatial distance sampling and spatial capture-recapture
25. Conclusions

部）を収めることになった．第 2巻では動態モデルや空間モデル，および他の「高度な」話題に

焦点を当てる．

対象とする読者層

この本は 2種類の読者を対象としている．第 1の読者層は，個体群・メタ個体群，群集・メタ

群集における人口学的解析に関心のある，生態学の専門家と周辺分野の科学者・管理者である．

第 2の読者層は統計学の専門家である．とりわけ，古典的かつ標準的な応用統計学の教科書や方

法論の授業などで教えられることのほとんどない階層モデルに興味のある読者を想定している．
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統計学が専門でない読者にとって，この本は個々のモデルクラスに関する実用的な手引書とな

るだろう．Rプログラミングの基礎的な知識さえあれば，十分に内容を理解できるはずである．

BUGS言語も扱うことになるが，そのために必要な技術は，この本の前半部（第 3～ 5章）や

BUGSの入門書（例えばMcCarthy, 2007; Kéry, 2010; Lunn et al., 2013; Korner-Nievergelt

et al., 2015）を参照されたい．いまや多くの大学にRプログラミングの教科課程があることか

ら，この本は定量的手法に関する大学院レベルの講義にも適していると考えられる．学期を通し

て行われる講義だけでなく，N 混合モデル，占有モデル，階層距離標本抽出法モデルなどを用い

た個体数量の階層モデリングに関する集中講義などにも利用できるだろう．

本書のウェブサイトとメーリングリスト

この本では，すべての解析に対して，データの準備，モデルの当てはめ，結果の要約に関する

完全な説明を与えている．大部分のスクリプトはこの本に記載されているが，付属のウェブサイ

ト（http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/pubanalysis/keryroylebook/）からもダウンロードでき

る．そこには演習問題の答えや，著者らが誤りを見つけた場合（あるいは，より可能性の高い状

況として，読者が誤りを見つけて報告してくれた場合）には正誤表なども掲載する予定である．

AHM（実質的には，著者らの「階層モデリング活動」）にはユーザーグループのためのメー

リングリスト（https://groups.google.com/forum/?hl1/4en#!forum/hmecology）が用意され

ており，これに登録すれば，ユーザーは開発状況の確認，バグ報告，手助けの要請などが行え

る．unmarkedのメーリングリストと重複する部分もあるが，こちらのメーリングリストはより

一般的で，とりわけ，生態モデリングに関するBUGSの質問を受け付ける唯一無二のユーザー

グループである．読者がこの階層モデリングの集まりに参加して，積極的に関わってくれること

を期待している．

xxix

生態学のための階層モデリング―RとBUGSによる分布・個体数量・種の豊かさの統計解析―  
Marc Kéry ・J. Andrew Royle 著・深谷 肇一・飯島 勇人・伊東 宏樹監訳・飯島 勇人・伊東 宏樹・奥田 武弘・長田 穣・川森 愛・柴田 泰宙・高木 俊・ 

辰巳 晋一・仁科 一哉・深澤 圭太・深谷 肇一・正木 隆訳　https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058149

http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/pubanalysis/keryroylebook/
https://groups.google.com/forum/?hl1/4en#!forum/hmecology
https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058149


謝　辞

私たちは，「階層的に考える」ことを説き，常に存在する測定誤差を生態学のモデルに含める

ことの必要性を常に強調してくれた James D. Nichols（メリーランド州ローレル・アメリカ地

質調査所パタクセント野生生物研究センター）に感謝したい．測定誤差，特に検出確率は，生態

学研究において分布や個体数量などの人口学的諸量の検証を困難にしてきた．Jimの鋭い頭脳，

決してあきらめない熱意，他者の課題に対する興味，手助けを厭わない姿勢，そして伝説的とさ

え言える謙虚さは，私たちに非常に大きな影響を与えた．私たちはこの本を，Jim，あなたに捧

げたい．ありがとう．

次に私たちは，Ian FiskeとRichard Chandlerに特別な感謝を捧げたい．2人は，この本の主

要ソフトウェアとしてBUGSとともに利用されている unmarkedパッケージを生み出してくれ

た．Richardが就職して，アセンズにあるジョージア大学に移らなければ，彼はこの本の共著者

となるはずだった．今回，彼が「刊行に寄せて」を執筆することで，この本のプロジェクトに関

わり続けてくれたことに深く感謝したい．Ken Kellnerは，Rと JAGSのインターフェースであ

り，私たちの愛用する jagsUIパッケージの作者である．Kenは，私たちがぶつかった問題や，

jagsUIへの機能追加の要望について問い合わせると，信じられないほど早く返事をしてくれた．

Kenが私たちのために時間を割いてくれたことに感謝したい．Marc Mazerolleの AICcmodavg

パッケージは，いまや幅広い種類のモデルに対して極めて有用なものへと成長し，unmarkedで

扱われるモデルのために設計された膨大な数の関数も含まれている．Marcは私たちの質問に答

えてくれるだけでなく，要求に応じてパッケージに関数を加えることで私たちを助けてくれた．

続いて，素晴らしいBUGS言語を開発し，信じられないほど強力で扱いやすいプログラムを

実現してくれた，WinBUGS（Gilks et al., 1994; Lunn et al., 2000, 2009, 2013），OpenBUGS

（Thomas et al., 2006），JAGS（Plummer, 2003）の開発者たちに心から感謝したい．あなた方

のおかげで，私たちの（研究）生活は変貌を遂げた．BUGSのモデル定義言語と 3つ（NIMBLE

も含めると 4つ）のBUGSエンジンは，とりわけ，統計学が専門でない者でも，込み入ったデー

タに対して複雑な独自モデルを当てはめることができるという大変革をもたらした．私たちは，

生態学を含む多くの科学分野に対するBUGSの開発者と管理者の貢献は，いくら強調してもし

すぎることはないと考えている．

多くの人がこの本の各所を，時には非常に時間の限られた状況で査読してくれた．私たちは，特

に以下の方 （々アルファベット順）に深く感謝したい：Courtney Amundson，Evan Cooch，Tara

Crewe，Nathan Crum，Francisco Dénes，Emily Dennis，Gurutzeta Guillera-Arroita，Jose

xxxi

生態学のための階層モデリング―RとBUGSによる分布・個体数量・種の豊かさの統計解析―  
Marc Kéry ・J. Andrew Royle 著・深谷 肇一・飯島 勇人・伊東 宏樹監訳・飯島 勇人・伊東 宏樹・奥田 武弘・長田 穣・川森 愛・柴田 泰宙・高木 俊・ 

辰巳 晋一・仁科 一哉・深澤 圭太・深谷 肇一・正木 隆訳　https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058149

https://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320058149


謝　辞

Lahoz-Monfort，Abby Lawson，Dan Linden，Mike Meredith（私たちはMikeがいつも寛容で

いてくれることに感謝する），Dana Janine Morin，Danielle Rappaport，Benedikt Schmidt，

Rahel Sollmann，Nicolas Strebel，Chris Sutherland，Yuichi Yamaura．以下の方々を含む数

多くの人が，データ，Rコード，BUGSコードを快く提供してくれた：Courtney Amundson（第

9章のコード），Scott Sillett（ISSJデータ，図，写真），オランダ野外鳥類学センター Sovonの

Wolf Theunissen（オランダのツメナガセキレイに関する第 9章のデータ），Rahel Sollmann（開

放階層距離標本抽出法に関する第 9章の題材）．私たちが解析する数字の向こうにいる魅力的な

動物たちの写真を（時に無償で）提供してくれた写真家たちにも感謝したい．2巻にわたるAHM

の表紙に素晴らしいトンボの絵を使うことを許してくれたBert Orrに，心から感謝したい．

スイス繁殖鳥調査（Monitoring Häufige Brutvögel; MHB）の父であり，責任者でもある，同

僚のHans Schmidと，大部分が山がちなスイスにある，267個の 1 km2方形区を毎年調査してい

る何百人ものボランティアに，特別に感謝しなければならない．多くの点で，MHBは模範的な

生物調査である．私たちにはMHBから得られた高品質なデータをすぐに利用できる特権が与え

られており，その美しいデータを十分に使わせてもらった．第 6章，第 7章，第 10章，第 11章

の解析を見てほしい．MHBと，2005年にMKと JARが共同執筆した最初の論文がなければ，

この本が書かれることはなかっただろう．

以下の方を含む多くの人々が，この本に様々な方法で貢献してくれた：Jérôme Guélat，Guido

Häfliger，Fränzi Korner Nievergelt，Michael Schaub，Benedikt Schmidt，Richard Schuster，

Nicolas Strebel．

最後に，私たち 2人から特別な感謝を述べたい．

MK：何よりも，共著者のAndyが同僚であり，友でいてくれることに感謝したい．この本の

出版は，専門家としての私の人生の中で，最も重要で生産的な共同研究の 10周年（と少し）を

飾るものである．定量生態学者としての私の成長においてAndyが果たした役割は，いくら強調

しても不十分である．統計モデラーとしての頭脳と力量を私の課題に捧げてくれるあなたの寛大

さに，私はいつも驚かされてきた．この本をあなたとともに執筆できたことは私にとって素晴ら

しい名誉であり，大変な喜びである．ありがとう，Andy．次に，私の研究に対してかけがえの

ない学問の自由を与えてくれた，私の雇用者であるスイス鳥類学研究所と，特に，私の上司だっ

たNiklaus Zbinden（現在は退職した）に感謝したい．この自由がなければ，巨大な本のプロ

ジェクトは実現できなかった．最後になるが，特に重要な人たちとして，家族である Susanaと

Gabrielに感謝したい．彼女らは，私が（時に首が回らないほど大きくなってしまった）このプ

ロジェクトに多くの時間と労力を注ぐことを許してくれた．

JAR：私は，友であり，僚友でもあるMarc Kéryに，あふれんばかりの，そして心からの感謝

をしたい．10年前に始まった共同研究を進めようとするあなたの忍耐がなければ，この本はな

かったことだろう．友人として，あなたには大きな借りがある．私はまた，パタクセントの仲間

たち，私の同僚たち，そして，過去と現在のポスドク研究者たちにも感謝したい．彼らとともに

研究ができて嬉しかった．科学において，キャリアの始まりにいる若く熱心な研究者と一緒に，

新しい考えを進めること以上に満足できることはない．

2015年 7月 21日 ペルー共和国リマとメリーランド州ローレルにて　

MKと JAR　
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