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本書は，2000 年に刊行された Judea Pearl 教授の著書 Causality: Models, Reasoning, and

Inference (Cambridge University Press) の日本語訳である．Judea PearlはUCLAコンピュー

タサイエンス学科の教授であり，「人工知能分野の巨人のひとり」（Richard Korf, UCLA教授）とし

て数えられている研究者である．この表現が誇張されたものではないことは，Benjamin Franklin

Medalや Lakatos Awardをはじめとして，国際的な学術賞を数多く受賞していることから容易

にわかるであろう．Pearl教授は，ベイジアン・ネットワークを開発し，人工知能の分野に確率論

的アプローチを導入したパイオニアの一人であり，グラフィカル・モデルと因果推論を体系的に

結びつけることによって，因果関係の数理的取り扱いを可能にした代表的な研究者でもある．そ

の研究成果は，人工知能という枠をはるかに超えて，工学・医学・哲学・経済学・政治学にまで

影響を与えており，科学技術の発展に大きく貢献していることはいうまでもない．

さて，近年，国内外において因果推論に関する書籍が数多く出版され，大量データを用いた因

果推論技術の研究も急速に行われる一方で，統計科学と因果推論の境界線をあいまいにしたまま

議論している文献も多い．これに対して，原著は，因果推論の背後にある哲学的考え方を踏まえ

ながら，グラフィカル・モデルや反事実モデルといった数理解析法を用いて因果関係の解明に迫

るという独創的なアイデアに基づいて執筆されており，統計科学と因果推論の類似点や相違点も

詳しく記述されている．このように，哲学的側面と数理的側面の両面から因果推論を詳しく解説

した教科書は，原著以外にはない．

原著では，広範囲にわたる因果推論問題が扱われているため，訳語についてはかなり苦労した．

また，原著がわかりにくいという読者がいることを考慮し，翻訳する際，訳語や文体の統一に努

める一方で，平易で簡潔な訳文を心がけた．それゆえに，意訳せざるをえなかった部分や英語の

ままのほうが適切と判断した部分が多々ある．これらのことが大過ないことを願っているが，不

適切に翻訳されている部分があるとすれば，それは訳者の語彙力・英語力のなさによるものであ

る．いうまでもなく，本書に関するすべての責任は翻訳者にあり，読者諸賢のご意見・ご叱正をい

ただければ幸いである．ただし，翻訳者として，Causality: Models, Reasoning, and Inference

は原著で読むべき教科書であることを強調しておきたい．本書を読んで因果推論に興味をもった

読者はぜひとも原著に目を通してほしい．Pearl教授の深い洞察力，幅広い知識そして独創性に

基づいた理論展開，そしてユーモアあふれる記述に感動するはずである．

翻訳にあたってご協力いただいた多くの方々に，この場をお借りしてお礼を申し上げたい．ま

ず，UCLAの Judea Pearl教授にお礼を申し上げたい．翻訳者は，2005年 10月から 2006年 4

月までの間，UCLAコンピュータサイエンス学科認知システム研究室に在外研究員として在籍さ
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せていただいた．本書の企画は，その在外研究を終えて帰国する直前の会食会でPearl教授から

原著の翻訳をもち掛けられたことから始まっている．よく知られているように，Pearl 教授は，

世界の因果推論研究を先導する研究者の一人としてだけでなくDaniel Pearl Foundation（多く

のメディアで取り上げられ，映画にもなっている）の設立者として，人間の理解を超えるほど多

忙な生活を送っている．それにもかかわらず，在外研究期間中，いく度となく翻訳者と議論する

ために貴重な時間を割いていただいた．その議論の際にいただいたコメントは非常に有益なもの

ばかりであり，それらは翻訳者の現在の研究につながっている．また，在外研究期間中，Pearl教

授のユーモアを交えた独特の講義方法や人間味溢れる議論スタイル，そして人間の常識では考え

られないほどの研究に対する集中力を直接肌で感じることができた．このことは，翻訳者の研究

生活においてよい刺激となっただけでなく，何事にも変えがたいほど大きな財産にもなっている．

帰国後も，Pearl教授には，原著の内容について何度もメールで問い合わせ，その都度丁寧かつ

迅速にご教示いただいた．また，翻訳書の構成・内容について，さまざまなコメントをいただい

た．そのコメントのいくつかは追記という形で掲載してある．そのうえ，日本語版に心のこもっ

たメッセージをいただいた．

また，翻訳を始めた当時は京都大学の特別研究員であり，現在は（株）日本イーライリリーに

勤務している蔡 志紅博士にも感謝の意を表したい．蔡博士には翻訳原稿すべてに目を通していた

だき，全編を通して非常に細やかで有益なコメントをいただいた．本書は諸事情により共訳とは

なっていないが，蔡博士は事実上の共訳者であるといってよい．また，大庭幸治氏，嘉田晃子氏，

小森哲志氏，佐藤万里子氏，佐藤 龍氏，深瀬健二郎氏，吉村健一氏，米本直裕氏には医学統計実

務家・読者・研究者という立場から有益なコメントを数多くいただいた．彼らとの議論によって，

医学や哲学における因果推論問題に対する理解を深めることができただけでなく，翻訳書の記述

がかなり洗練された．洗練されていない文章があるとすれば，それは彼らのコメントを見落とし

た翻訳者の責任である．

さらに，翻訳者が因果推論の研究を行うにあたり，日本の統計的因果推論研究を牽引する二人の

研究者，東京工業大学の宮川雅巳教授と京都大学の佐藤俊哉教授にもお礼を申し上げたい．国内で

はグラフィカルモデリングの第一人者であり，大学院時代の指導教官であった宮川教授から修士

論文課題として Judea Pearl (1995). “Causal Diagrams for Empirical Research,” Biometrika,

82, pp.669–710 を紹介していただいたことが，この分野の研究をはじめるきっかけとなった．ま

た，日本の計量生物学界を牽引する医療統計学者の一人であり，Kyoto Biostatistics Seminar

(KBS)の主催者である佐藤教授には，セミナーを通して，翻訳者が統計的因果推論の研究を進め

るにあたって数多くのコメントをいただいた．

共立出版の信沢孝一氏には，翻訳にあたって叱咤激励していただいたうえに，翻訳書にかかる

契約から出版に至るまで，数多くの相談にのっていただいた．

最後に，翻訳書の完成に 2年の歳月がかかってしまい，出版が予定よりも大幅に遅れてしまっ

た．翻訳者の怠慢により関係各者にご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申しあげたい．

2008年 10月

黒 木 学
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物理学，行動科学，社会科学，生物学をはじめとする多くの研究分野では，変数間あるいは事

象間の因果関係を明らかにすることが主な研究目的となっている．しかし，データから，場合に

よっては理論からでさえ，因果関係を適切に引き出す方法論について，激しい議論が繰り広げら

れてきた．

因果推論には，次のような 2つの基本問題がある．

(1) 因果関係を適切に推測するために必要となる経験的証拠は何か？

(2) 興味ある現象について因果的情報が得られた場合，その情報から何がどのように推測でき

るのか？

因果的主張を明確に表現する意味論が存在しないこと，そして因果関係に関する問題を記述し，

その答えを導くための有効な数学的ツールがなかったことにより，現在に至るまでこういった問

題に対して満足のいく答えを得ることができなかった．

この 10年の間にグラフィカル・モデルが発展したことによって，因果推論は謎に包まれた概念

から明確に定義された意味論と論理をもつ数学的対象へと大きな変化を遂げた．因果関係に関す

るパラドックスや論争が解決され，扱いにくい概念が記述できるようになった．そして，今まで

因果的情報は形而上学的あるいは扱いにくいものと思われてきたが，現在では，初等的な数学を

使って，この情報に関する実際的な問題を解決できるようになった．いうならば，因果関係を数

学的に扱うことができるようになったのである．

本書では，統計科学，人工知能，哲学，認知科学，健康科学，社会科学といった分野の読者を

対象に，この因果推論の変遷を体系的に解説する．本書では，因果推論の概念的でかつ数学的な

発展について述べた後，データに基づく潜在的因果関係の解明，知識とデータを統合した因果関

係の導出，行動や政策の効果の予測，観察事象やシナリオに対する説明の評価，そしてもっと一

般に，因果的主張を立証するために必要となる仮定の識別および解明，といった問題を解決する

ための実用的方法論に重点をおく．

10年前，Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems (1988)を執筆していたころ，著者は

経験主義という伝統の中で研究を行っていた．この伝統では，確率関係が人間知識の基礎を構成

しているのに対して，因果関係は確率関係の複雑なパターンを簡潔にし，整理するのに有用な方

法を与えているにすぎない．しかし，現在では，著者はこれとは異なった考えをもっている．つ

まり，因果関係は物理的な現実とその現実についての人間の理解の両方を構成する基本的要素で

あり，確率関係は世界についての我々の理解の基礎をなしており，かつその理解を前進させる因

果メカニズムの表層的な現象とみなす．これが，現段階における著者の立場である．
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そのため，因果関係に関する考察については直観と適切な判断に任せることにして，確率的ま

た統計的な推測にのみ数学的ツールを用いるという一般的な慣習は，科学の進歩を大きく妨げて

いると著者は考える．そこで，本書では，確率関係と同じように因果関係を扱う数学的ツールを

与えることを試みる．その前提条件は，驚くほど簡単で，その結果は，あきれるくらい単純であ

る．読者が確率論に関する基本的知識をもち，かつグラフに親しんでいるのであれば，思考する

だけでは解けないような複雑な因果的問題を解決することができる．確率計算を拡張するだけで，

読者は次のような問題を数学的に扱うことができる．介入はどのような影響を与えるのか，交絡

を調整するのにどのような尺度が適切なのか，因果道にある観測量をどうやって利用したらよい

のか，ある測定量の集合をもう一つの集合へどうやって交換したらよいのか，そしてある事象が

もう一つの事象の実際の原因であった確率をどうやって推定したらよいのか．

本書では，論理学や確率論に関する専門知識について何も必要としない．しかし，これらの学

問における一般的な知識があれば，理解の助けになると思われる．そこで，第 1章では，グラフィ

カル・モデルと因果ダイアグラムに関するここ 10年の発展について概説するとともに，本書を理

解するのに必要な確率論とグラフ記号に関する基本的な背景をまとめている．また，基本的な理

論的フレームワークを与えて主な問題点を提起し，どの章でこれらの問題に答えるのかを示す．

第 2章以降では，序論を与えて読者に方向性を示し，簡単に飛ばし読みができるようにしてい

る．これは，数学的な最新の話題や特定分野への応用，そして，主に専門家が興味の対象として

いる研究分野を避けるための回り道を示すものである．

本書は，UCLAに所属している著者の研究チームが挑戦してきた問題を年代順に紹介し，これ

らの研究に対する我々の興奮を読者の前に再現する形で構成してある．入門（第 1章）に続いて，

実データから因果関係を発見するという問題にどのように取り組んだらよいのか，発見された因

果関係の妥当性がどのように保証されるのかという最も難しい問題から議論を始める（第 2章）．

その後，識別問題，すなわち，因果関係から生じる断片的な知識とデータの組み合わせから行動

や政策の直接効果や間接効果を予測する問題へと進める（第 3章と第 4章）．これらの研究成果の

社会科学や健康科学における位置づけについてはそれぞれ第 5章と第 6章で議論し，そこで構造

方程式と交絡の概念を考察する．第 7章では，反事実と構造モデルに関する形式的理論を紹介し

たうえで，続いて哲学，統計学，経済学において関連するアプローチを議論し，これらを統一す

る．第 8章から第 10章では，反事実解析の応用について議論する．そこでは，因果効果の存在範

囲を求める方法論を与え，不完全実験や法的責任，必要性や十分性の確率，そして単一事象原因

への応用について解説する．本書の締めくくりとして，著者がUCLAで行った一般講演を収録し

ている（エピローグ）．これは，因果関係の歴史的側面と概念的側面についての入門的な解説とな

るであろう．

因果推論の非数学的な側面について興味のある読者は，エピローグから読み始め，それ以外の

章については歴史的な部分や概念的な部分，すなわち，1.1.1項，3.3.3項，4.5.3項，5.1節，5.4.1

項，6.1節，7.2節，7.4節，7.5節，8.3節，9.1節，9.3節，10.1節と読み進めていくとよい．数

学的な側面や計算ツールを追求したいと考えている読者は，7.1節から読み始め，そして 1.2節，

第 3章，4.2～4.4節，5.2～5.3節，6.2～6.3節，7.3節，第 8～10章の順で，ツール構築に関す

る項目を読み進めていくとよいであろう．
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この研究に協力してくれた多くの人々に感謝の意を表したい．まず，UCLAの認知システム研

究室のメンバーである，Alex Balke, Blai Bonet, David Chickering, Adnan Darwiche, Rina

Dechter, David Galles, Hector Geffner, Dan Geiger, Moisés Goldszmidt, Jin Kim, Jin Tian,

Thomas Vermaに感謝したい．本書の核となる多くの部分は，彼らの研究とアイデアによって作

り上げられたものである．Tomと Danは因果グラフにおいて最も基本となる定理のいくつかを

証明した．Hector, Adnan, Moisésは，著者に行動と変化について最も論理的なアプローチを理

解させる役割を果たしてくれた．Alexと Davidからは反事実がその名前が示す意味よりも簡単

なものであることを教わった．

著者が統計学，経済学，疫学，哲学，社会科学といった平穏に保たれていた研究領域での開拓を

始めたとき，学術的同僚と職業的同僚から惜しみない時間とアイデアを提供していただいた．Phil

Dawid, Steffen Lauritzen, Don Rubin, Art Dempster, David Freedman, David Coxは著者

にとって統計学分野での良き助言者であり，聞き手でもあった．また，経済学の分野では，John

Aldrich, Kevin Hoover, James Heckman, Ed Leamer, Herbert Simonと多くの議論を行った

が，このことは著者にとって有益なものであった．疫学に対する著者の取り組みはSander Green-

landおよび James Robinsとの非常に幸運で生産的な共同研究に結びついた．James Woodward,

Nancy Cartwright, Brian Skyrms, Clark Glymour, Peter Spirtesとの哲学的な議論により，哲

学の分野内外における因果推論に対する著者の考え方が精錬された．さらに，人工知能の分野に

おいては，Nils Nilsson, Ray Reiter, Don Michie, Joe Halpern, David Heckermanと議論を行

うとともに，彼らから激励を受けた．このことは著者にとって有益なものであった．

The National Science Foundationには，これらの研究成果を得るために，一貫して誠実な支援を

受けた．それは感謝に値するものであるが，そのなかでも，H. Moraff, Y.T. Chien, Larry Reeker

には特別に感謝の意を表したい．これ以外にも，the Air Force Office of Scientific Researchの

Abraham Waksman, the Office and Naval ResearchのMichael Shneier, the California MI-

CRO Program, Northrop Corporation, Rockwell International, Hewlett-Packard, Microsoft

からも研究の支援を受けた．

掲載論文の転載に快諾した Academic PressやMorgan Kaufmann Publishersにも感謝した

い．Oxford University Press からは Judea Pearl (1995). “Causal Diagrams for Empirical

Research,” Biometrika, 82, pp.669–710の転載許可を得て，第 3章に掲載した．Sage Publica-

tions, Inc.からは Judea Pearl (1998). “Graphs, Causality, and Structural Equation Models,”

Sociological Methods and Research, 27, pp.226–84 の転載許可を得て，第 5章に掲載した．第

7 章には，Kluwer Academic Publishers の転載許可を得て，David Galles and Judea Pearl

(1998). “An Axiomatic Characterization of Causal Counterfactuals,” Foundations of Sci-

ence, 1, pp.151–82を掲載した．また，Elsevier Scienceからは David Galles and Judea Pearl

(1997). “Axioms of Causal Relevance,” Artificial Intelligence, 97, pp.9–43 の転載許可を得

て，これも第 7章に掲載した．The American Statistical Associationからは Alexander Balke

and Judea Pearl (1997). “Bounds on Treatment Effects from Studies with Imperfect Com-

pliance,” Journal of the American Statistical Association, 92, pp.1171–6 の転載許可を得て，

改訂したものを第 8章に掲載した．
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Kaoru Mulvihillは，原稿に挿絵を入れ，丁寧にタイプしてくれた．Jin Tianと Blai Bonet

は，いくつかの章を校正するのを手伝ってくれた．Matt Darnellは本書を丁寧に編集してくれ

た．Alan Harveyは，執筆をしている間，著者の心を和ませてくれただけでなく，事実上の編集

者でもあった．

最後に，著者を微笑みで救ってくれた家族，Tammy, Danny, Michelle, Leora, そして大きな

愛で包み，支えてくれた妻 Ruthに感謝したい．著者がユーモアを忘れることなく，無事に本書

を書き上げることができたのは，彼らのおかげである．

J. P.

Los Angeles

August 1999



日本語版のためのまえがき

It has been more than eight years since this book first appeared in print and offered En-
glish readers a comprehensive, demystified and friendly account of causation. The popular
reception of the book and the rapid growth of the field have led to a healthy transformation
in the way empirical scientists think about causation and have made causal inference an
indispensable tool in mainstream research. This translation now invites Japanese speaking
readers to join this exciting development and apply it in their research and education. It
offers a panoramic view of the mathematical concepts and tools that underly causal model-
ing, as well as summaries of new developments and annotated bibliographical references to
new results at the end of each chapter.

The immediate beneficiaries of these developments will be researchers in the health, social
and behavioral sciences who would be empowered with a friendly yet precise mathemati-
cal language for articulating assumptions and predicting the effect of actions and policies
from both experimental and observational studies. Yet the long term beneficiaries will be
students and educators in the empirical and cognitive sciences: students of statistics who
wonder why instructors are reluctant to discuss causality in class; students of epidemiology
and health science who wonder why simple concepts such as “confounding” are so terribly
hard to define mathematically; students of economics and social science who so often doubt
the meaning of the parameters they labor to estimate; and, naturally, students of artificial
intelligence and cognitive science, who write programs and theories for knowledge discovery,
causal explanations and causal speech.

I am extremely grateful to my friend and colleague, professor Manabu Kuroki, for under-
taking the challenge of translating this book to Japanese. Although I do not read Japanese
myself, I feel confident that Kuroki’s translation conveys accurately both the substance and
the style of the original English text, and would thus encourage my esteem colleagues in
Japan to benefit from, as well as contribute to this challenging development.

J. P.

Los Angeles, California

October, 2008


