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ベイジアンネットワークは，統計的機械学習の手法の一つである．確率的な依存関係を表現するグラフィカル
モデルの特性をもつことから，説明可能性が高い機械学習手法として注目されている．本稿では，ベイジアンネッ
トワークの基礎用語や構築方法を解説するとともに，応用研究として，疾病発症に応用した例を紹介する．また，
それらを踏まえて，ベイジアンネットワークへの役割期待を議論する．
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1.

ベイジアンネットワーク

ベイジアンネットワークは，1985 年に Judia Pearl
によってその概念が整備された確率的グラフィカルモ
デルの一つである [1]．不確実性を含む事象の予測や意
思決定，具体的には，疾病の診断 [2]，政策効果の測定 [3]
など，分野を問わず幅広く応用されている手法である．

図1

ベイジアンネットワークの例

まずグラフィカルモデルにおける基礎用語を説明する．
グラフィカルモデルとは，確率変数間の条件付き独立

いては P (X2 | X1 )，X3 については P (X3 | X1 , X2 )

関係をグラフで表現する数理モデルのことである [4]．

と定義される．したがって，図 1 のベイジアンネット

グラフを構成する確率変数 X = X1 , ..., XN をノード

ワークにおける確率変数の同時分布は，以下のように

(node) と呼ぶ．ノード同士の確率的な依存関係は，アー

表現することができる．

ク (arc) と呼ばれる矢印で結ばれることによって表現さ
れる．原因を示すノード X1 と，X1 の結果のノード X2
の関係を X1 → X2 と表現し，アークの元になるノード

(X1 ) を X2 にとっての親ノード，アークの先になるノー

P (X1 , X2 , X3 ) = P (X3 | X1 , X2 )P (X2 | X1 )P (X1 ) (1)

2. ベイジアンネットワークのモデル構築

ド (X2 ) を X1 にとっての子ノードと呼ぶ．ベイジアン

ベイジアンネットワークのモデル構築は，知識駆動

ネットワークは，方向をもつアークのみで構成されたグ

型とデータ駆動型の 2 種類の方法が存在する．専門家

ラフである有向グラフを用いて確率的な依存関係を表

の知見から手動で構築する方法が知識駆動型であり，

現する．またベイジアンネットワークは，閉路をもたな

データから構築する方法，さらには専門家の知見をデー

い有向非循環グラフ (directed acyclic graph: DAG)

タからの構造学習に反映させる方法がデータ駆動型の

として表される．例として，ノード X = X1 , X2 , X3

方法である．知識駆動型によるベイジアンネットワー

で構成されたベイジアンネットワークを図 1 に示す．

クのモデル構築は，分析者が事前に指定した形でグラ

ベイジアンネットワークは，グラフを構成する確率

フ構造を決定し，そのベイジアンネットワークモデル

変数の同時確率分布を，確率変数の条件付き確率の積

を用いた確率推論を行うことによって確率変数間の関

で表現することができる．図 1 の場合，それぞれの確

係を把握するようなアプローチである [5]．他方，デー

率変数の依存関係は条件付き確率を用いて，X2 につ

タ駆動型によるベイジアンネットワークのモデル構築
は，大きく分けて構造学習とパラメータ推定の二つの
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ステップで行われる．以下では，データ駆動型による
ベイジアンネットワークのモデル構築の方法について
説明する．

2.1 データ駆動型の構造学習
構造学習のアルゴリズムには，制約ベース，スコア
ベース，ハイブリッドの 3 種類のアプローチがある [6]．
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制約ベースアルゴリズムは，Pearl [1] の理論の応用で

代表的なスコアベースアルゴリズムの例として，Greedy

あり，条件付き独立性検定を用いてベイジアンネット

Hill Climing アルゴリズム [12] が挙げられる．

ワークの構造を推定する．まず，条件付き独立につい

ハイブリッドアルゴリズムによるアプローチは，ス

て簡単に説明する．はじめに，二つの確率変数の独立

コアベースと制約ベースのそれぞれの欠点をカバーし

について考える．以下の式が成り立つとき，確率変数

た方法である [6]．スコアベースアルゴリズムは，確率

X と Y は独立であるという．

変数の数が増えるほど探索候補の DAG の数が増える

P (X, Y ) = P (X)P (Y )

(2)

ため，計算量が指数関数的に増加するという問題点が
ある [13]．また，制約ベースアルゴリズムには，独立

これは，X についての情報がわかっても，Y について

性検定の有意水準を決める必要がある点や，独立性検

の情報は得られないことを意味する（X と Y を入れ替

定のエラーがグラフ構造に不安定性をもたらす可能性

えても同じことが言える）
．以下の式が成り立つとき，

があるなどの問題点がある [14]．ハイブリッドアルゴ

確率変数 X ，Y は Z を与えられたもとで条件付き独

リズムでは上記の問題点に対して，探索範囲の絞り込

立であるという．

みに制約ベースアルゴリズムの特徴である条件付き独

P (X, Y | Z) = P (X | Z)P (Y | Z)

(3)

立性検定を用い，その範囲内におけるモデル探索に，ス
コア関数を用いるという方法で対処するアプローチで

これは，Z についての情報がわかった上で新たに X が

ある [6]．ハイブリッドアルゴリズムには，SC (sparse

わかっても，Y に関する情報は得られないということ

candidate) アルゴリズム [15] や，MMHC (max-min

．
を意味する（X と Y を入れ替えても同じ）

hill-climbing) アルゴリズム [16] などがある．

典型的な制約ベースアルゴリズムによるアプローチ
は，条件付き独立性の検定を含む以下の三つの手順で

2.2 事前情報の導入
ベイジアンネットワークの構造学習では，専門家の
知見や事前に明らかになっている因果関係 (causal as-

グラフ構造を推定する．

sumptions) を事前情報としてモデルに組み込むことが
1. 完全無向グラフを作成する（すべてのノード同士

できる．たとえば，ある疾病の発症に関するベイジア

が方向をもたないアークで結ばれたグラフ）
．

ンネットワークのモデルを，性別，年齢，喫煙習慣，飲

2. 完全無向グラフから，条件付き独立性を用いて

酒習慣，疾病発症を確率変数として構築することを考え

アークを削除する．

る．この場合，喫煙習慣が年齢に影響することは考え

3. オリエンテーションルール（DAG の制約を満たす

にくい．そのため，構造学習の際に喫煙習慣→年齢の

ように矢印の方向付けを行う規則）によってアー

アークが出現しないように制約条件を加えることが可

クの方向付けを行う．

能である．これにより，得られるグラフ構造をより実
際の事象に即した解釈しやすいモデルに近づけること

制約ベースアルゴリズムの例として，PC (prototyp-

ができる．制約条件の表現方法の例として，表 1 のよ

ical constraint-based) アルゴリズム [7]，HITON-PC

うに表すことができる．表中の横線で示された箇所は，

(HITON parents and children) アルゴリズム [8, 9],

Xfrom から Xto のアークを制限することを意味する．

RAI (recursive autonomy identification) アルゴリズ

2.3 モデル平均化による構造学習

ム [10] が挙げられる．

ベイジアンネットワークの応用に関する研究では，よ

スコアベースアルゴリズムは，スコア関数が最大と

りロバストなベイジアンネットワークのモデルを得る

なるような DAG を探索するアルゴリズムであり，候

ことを目的とし，モデル平均化 [17](model averaging)

補となる複数の構造の DAG に対して，スコア関数に
表1

応じたスコアが割り当てられる．スコア関数には，対
数尤度や BIC [11] などが用いられる．データセット

D から得られるグラフ構造 g のスコアを Score(g | D)
とすると，以下の式を満たすようなグラフ構造 G∗ を
探索するアプローチである．
∗

G = arg max Score(g | D)
300（4）

from \to

性別

性別
年齢
喫煙習慣
飲酒習慣
疾病発症

—
—
—
—

制約条件の表現方法の例
年齢

—
—
—
—

喫煙習慣

飲酒習慣

疾病発症

—
—

—

—
—

(4)
オペレーションズ・リサーチ

図2

モデル平均化による構造学習のプロセス

という方法が用いられている [18, 19]．モデル平均化に
よるベイジアンネットワークモデルの構造学習のプロ
セスを図 2 に示す．モデル平均化は，ブートストラッ
プによって生成された標本で構造学習を行い，構築した
複数の DAG の平均をとる形でベイジアンネットワー

表2

from
X1
X1
X2

arc strength のイメージ
to
X2
X3
X3

arc strength
1.00
0.82
0.65

クのモデルを構築する方法である．モデル平均化によ
る構造学習のプロセスは以下のとおりである．

ストラップ標本に依存せず，すべてのブートストラッ
プ DAG において出現したアークであることがわかる．

1. 元データから，n 個の標本を復元抽出し，ブート
ストラップ標本を m 回作成する（n は元データ
の標本数）
．

2. ブートストラップ標本を用いて，指定したアルゴ

つまり，X1 から X2 へのアークはほかのアークと比較
して，信頼性の高いアークであると考えられる．
上記のモデル平均化による構造学習の計算は，並列
に実行することが可能である [21]．そのため，元デー

リズムによって DAG（ブートストラップ DAG）

タをそのまま利用してベイジアンネットワークモデル

を学習する．

を構築する場合と比較した際に懸念される計算コスト

3. ブートストラップ DAG に出現したアークの数を

への対処がある程度可能である．

記録し，それぞれのアークについて，m 回のうち

2.4 パラメータ推定

何回出現したかの割合を算出する．

構造学習によってベイジアンネットワークのグラフ構

4. 出現割合が一定の閾値を上回るアークを平均化
DAG として採用する．

造を構築した後，条件付き確率表を推定するパラメータ
推定が行われる．条件付き確率表 (conditional prob-

ability table: CPT) とは，構築したベイジアンネッ
上記のプロセスによって，元データをそのまま利用し

トワークのモデルにおける子ノードと親ノードがとり

て構築したベイジアンネットワークのモデルよりも高

うるすべての値（状態）における確率を計算した表の

い予測性能をもつモデルが構築できるとされている [6]．

ことである．条件付き確率表によって確率分布を表現

また，ベイジアンネットワークのグラフ構造において，

することで，線形から非線形な依存関係までを表現す

どのアークが信頼性の高いアークであるか判別するた

ることができる [22]．パラメータ推定の方法には，最

めの方法としても，上記のブートストラップによるア

尤推定 (maximum likelihood parameter estimation)

プローチが利用可能である．具体的には，ブートスト

とベイズ推定 (Bayesian parameter estimation) があ

ラップ DAG の中で，上のプロセスにおいて算出した

る．ベイズ推定によるパラメータ推定は，最尤推定に

アークごとの出現割合をアークの信頼性指標とし，そ

よるパラメータ推定よりも頑強な推定結果が得られる

の値が大きければ大きいほど，アークの信頼性が高い

ことが報告されている [23]．

と評価する方法である．ブートストラップ DAG にお
けるアークの出現割合は，arc strength と呼ばれ，モ

3. ベイジアンネットワークの解釈

デル平均化を用いてベイジアンネットワークを構築す

ベイジアンネットワークは，構築したモデルの解釈

る研究において利用されている [19, 20]．arc strength

性に優れた手法であるといえる．特に意思決定支援の

のイメージについて，表 2 に示す．表 2 では，X1 から

目的でベイジアンネットワークによるモデルを利用す

X2 へのアークは strength の値が 1.00 であり，ブート

る場合，なぜその結論に至ったのかを有向グラフによっ
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て示すことができる．たとえば疾病発症のベイジアン

ドが，過度な飲酒，メタボリックシンドロームである

ネットワークモデルの場合，疾病発症に直接的に関係

ことなどが読み取れる．このことから，図 3 のベイジ

する要因は何で，その背景にある要因は何かという情

アンネットワークに利用したデータでは，空腹時血糖

報を得ることができる．以下では，筆者らが過去に報

や HbA1c の値を下げるような介入が直接的に糖尿病

告した記事 [24] の発展として構築したベイジアンネッ

3 年後新規発症に影響を与えうること，さらに空腹時血

トワークのモデルを例にとって，解釈の方法について

糖の背景にある過度な飲酒やメタボリックシンドロー

説明する．図 3 は，日本の自治体における住民の健康

ムに対する介入が，間接的に糖尿病 3 年後新規発症に

診断の項目を説明変数とし，糖尿病 3 年後新規発症を

影響を与える可能性があることが読み取れる．

目的変数として構築したベイジアンネットワークのモ

ベイジアンネットワークのグラフ構造を解釈する際

デルを示している．また，利用データや各種設定につ

に，注意するべき点がある．まず，ベイジアンネット

いて表 3 に示す．

ワークのモデルが示す結果はあくまで利用した標本，

図 3 のベイジアンネットワークのモデルは，糖尿病

確率変数の中での関係を示しているという点である．

3 年後新規発症，基本属性，生活習慣，検査値や既往

未観測の確率変数や，利用したデータに存在するバイ

歴，服薬や生活習慣の改善意志を確率変数として定義

アスを踏まえた上で解釈する必要がある．また，構造

し，構造学習を行った結果である．なお，アークをも

学習に制約条件を利用した場合，その制約条件がグラ

たないノード（貧血，20 歳の体重から 10 kg 以上増加

フ構造に与える影響も考慮する必要がある．そのため，

している）は，構造学習の結果からほかのノードとの

制約条件を検討する際は，モデル化の対象となる事象

関係がみられなかったことを示している．

のメカニズムや専門家の知見などを十分に検討するこ

図 3 のグラフ構造の中で，糖尿病新規発症に関係する

とが必要である．また，ノード同士の関係性を検討す

ノードに着目する．糖尿病新規発症のノードの親ノー

る際には，グラフ構造だけではなく，確率推論の結果も

ドは，FPG（fasting plasma glucose，空腹時血糖），

合わせて考察する必要があるという点も留意すべきで

HbA1c（赤血球中のヘモグロビンのうち，糖と結合し

ある．確率推論では，構築したベイジアンネットワー

ている割合を示す検査値）であること，FPG の親ノー

クのモデルに対して，あるノードの値を入力すること
で，ほかのノードの取りうる値の確率を，確率伝播法
によって推定することができる．図 3 を例にとると，
たとえば「該当，非該当」の二つの値をもつ過度な飲
酒のノードに対して「該当」という値を入力すること
で，FPG のノードが取りうる値の確率（事後確率）が
どのような値をとるか計算することができる．この結
果を踏まえることで，ノード間の関係性を定量的に把
握することが可能である．

4. おわりに
本稿では，ベイジアンネットワークモデルの構築方
法や，実際のベイジアンネットワークのグラフ構造に
図3

糖尿病 3 年後新規発症のベイジアンネットワークモ
デル

対する解釈例を紹介した．グラフ構造によってモデル
を視覚的に表現することができる点や，arc strength
の値や確率推論による事後確率の算出によって確率変

表3

利用データ・各種設定

・日本のある自治体における
国民健康保険被保険者 1,007 人
・基本属性，健康診断の問診票の項目，
説明変数
検査値の項目をそれぞれ離散化したもの
目的変数
・糖尿病 3 年後新規発症有無
構造学習アルゴリズム・HITON-PC
・m = 200
モデル平均化の設定 ・閾値は 0.25 （200 個のブートストラップ DAG の
うち少なくとも 50 個に出現したアークを採用する）
利用データ

数同士の関係を定量的に把握できる点から，ベイジア
ンネットワークは解釈性に優れた手法であると言える．
ベイジアンネットワークはさまざまな現実の問題に適
用されているが，先述したベイジアンネットワークの
特徴が特に力を発揮する場面は，利害関係者への説明責
任が伴う意思決定を支援する場面であると考える．た
とえば地域健康政策を検討する場面では，政策の運営
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主体である自治体がなぜその施策を行うのかについて，
市民などに対して説明責任を果たす必要がある [25]．
このような場面において，その自治体のデータを用い
てベイジアンネットワークを構築し，結果を適切に解
釈することで，エビデンスに基づく意思決定を支援す
ることができるかも知れない．この点が，ベイジアン
ネットワークへの役割期待であると考える．
なお，ベイジアンネットワークのモデルを構築する
ためのソフトウェアには，統計ソフトウェア R のパッ
ケージである bnlearn [26] や，Norsys Software 社が
提供する Netica [27] などがある．特に bnlearn は，マ
ニュアルやサンプルが充実しており [28]，ベイジアン
ネットワークに興味のある読者にとっての入り口とし
て適していると考える．
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