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はじめに 

医薬品のベネフィット・リスク評価は，意思決定をサポートするもの，すなわち複数の選

択肢から 1 つを選ぶ際の判断の拠り所となるものである．評価の結果を表現する際には，

文章で説明する，表にまとめる，視覚化ツールを用いて図式化するなど，様々な手段が考

えられる．ここで紹介する定量的方法は，こうした評価結果を数学モデルによって表現し

ようと試みるものである．  

欧米では規制当局を始め，複数のグループがベネフィット・リスク評価における定量的方

法について議論を重ねてきたが，本邦ではこれまでにこの定量的方法の実際についてわか

りやすくまとめた報告書は出版されていない．日本製薬工業協会データサイエンス部会の

タスクフォース１（TF1）は，2012 年にパイロットやアンケート調査，体験型ワークショッ

プを行い，『ベネフィット・リスク評価 入門』をまとめたが，そこでは定量的方法の詳細

は述べなかった．ベネフィット・リスク評価への活用が期待されている定量的方法は多岐

にわたるが，本報告書『ベネフィット・リスク評価 中級編 多基準決定分析への招待 －

その理論と事例―』では，その表題が示すように，特に多基準決定分析と呼ばれる方法に

的をしぼり，その理論的な概略と，『入門編』よりもさらに具体的な事例を紹介することを

試みた．このように的を絞ったのは，特に EMA（欧州医薬品庁；European Medicines Agency）

の一連の報告書のなかでこの方法が占める役割が非常に大きいこと，またこの方法が，既

に知られている定量的方法のいくつかを包含する，より一般的な枠組みを与えていると考

えられているためである．理論的背景について理解を深めた上で，限界点も十分に考慮し

ながら，こうした方法をベネフィット・リスク評価に活用したいと考える読者を対象とし

ている． 

また，事例紹介に際し，市販の視覚化ツールではなく，TF1 が独自に開発した視覚化ツール

qE（quarto E: Excel tool for Exploratory Evaluation of Effects）を用いた．日本製薬工業協会の

ホームページ上にて無料で提供しているので，こちらもぜひ合わせて体験していただきた

い． 
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Executive Summary 

医薬品のベネフィット・リスク評価において，定量的方法の応用は限定的である．すなわ

ち利用する場面，段階が限定されている．現時点でベネフィット・リスク評価に応用可能

であろうと考えられている定量的方法は多岐にわたるが，単なるデータの比較に留まらず，

医療上の価値や好ましさといった側面に踏み込んだ定量的評価を行うためには，経済学，

社会学，心理学等の分野で発展してきた決定理論を参照するのが適切なようである．その

代表的なものが，Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)と呼ばれる方法である（以下、多

基準決定分析）．EMA の報告書でも有用性が高いとされている． 

それぞれの選択肢の医療上の好ましさや価値の大きさを数値で表し，比較するための様々

な手順や手法を用いると，より客観的な意思決定ができるのではと期待する人もいるだろ

う．しかし，数学モデルを用いて算出した値の大小により，結論が機械的に，もしくは自

動的に決まることはない．医薬品のベネフィット・リスク評価における定量的方法につい

ては，いまだ標準的な方法が確立されていないだけでなく，本来，質的・定性的に行う他

ない価値判断においてこうした方法が果たすべき役割も明らかとは言い難い．定量的な手

法を用いる場合でも，意思決定者がふだん曖昧なまま意識せずにいる判断の基礎や過程こ

そが重要であり，こうした数学モデルが，意思決定者たちを楽にしてくれるだろう，など

と期待すべきではない．逆に，これまで以上によく考え，それを明瞭に示すことが求めら

れる．．その一方，こうした数学モデルに，過度の精密さや厳密さが求められているわけで

もない．あくまでも意思決定のためのツールの 1 つであり，実際に用いる上で十分な内容

であればよい． 

多基準決定分析のメリットの 1 つは，医学的な重要性や優先順位，価値の大きさ，ベネフ

ィットとリスクのバランス等の，言葉だけでは曖昧になりがちな点を，具体的な量，ある

いは量間の関係として示すことができる点である．このため，同じ言葉に対する理解が人

によって異なり，結果的に互いのことを誤解したまま議論が進行していく，といった事態

をある程度，避けることができる．言い換えれば，互いの価値観や考え方の違いを，言葉

のやり取りを通じて得られる違和感や共感によってだけでなく，具体的な量の差異や一致

としても認識することができる．その利点と限界をともに知った上で適切に用いることが

できれば，多基準決定分析および他の定量的な手法は，意思決定の質を高めてくれる可能

性がある．  
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1. 決定分析への招待 

医薬品のベネフィット・リスク評価は，透明で一貫性のある意思決定（例えば承認など）

をサポートするものである．では，意思決定とは何か？ 意思決定とは複数の選択肢のな

かから最も好ましいと考えられる 1 つの選択肢を選ぶことである．選択肢としては，試験

薬か対照薬か，複数ある用量のうちのいずれか，承認するか否か，また市場からの撤退の

有無等が考えられる．これら複数の選択肢の中からより好ましいものを選ぶというプロセ

スは，複数の選択肢に何らかの基準で順序を定めること，と言い換えることもできる．例

えば高用量の方が低用量より治療効果が高いからより好ましい，などである．さらに選択

肢の順序を定める際には，その選択肢を特徴づける要素を参考にするに違いない．先の例

では治療効果という要素を参照して判断したわけである．実際には他にも参考にしたい要

素が複数あるだろう． 

医薬品のベネフィット・リスク評価における定量的方法は，医療上の好ましさや価値の大

きさ，あるいはそれに従って定められる選択肢の「順序関係」を何らかの量を用いて表し，

比較するための，様々な手順や手法を指す．唯一の正しい答えを導くための方法というよ

りは，主観的・定性的な判断を内包しつつ，そうした評価や判断を助けるためのツールと

して位置付けられる． 

1.1 本報告書における「多基準決定分析」と主要な参考文献 

複数の選択肢のどれが好ましいかを判断する際，判断の材料となる基準もまた複数ある．

ある基準だけを重視すると他の基準が軽視される懸念がある．複数の基準を総合的に評価

した上で，どの選択肢がより好ましいか，その順序を定めるための手順や手法を総称して

Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)，すなわち多基準決定分析と呼ぶ．様々な方法が提

案されており，理論的に「同じ」とみなせる方法でも運用が異なる場合もある．このよう

な手法に対する一般的な解説としては，以下が比較的読みやすい． 

Dodgson, J., et al., Multi-criteria analysis: a manual. Department for Communities and Local 

Government: London [http://eprints.lse.ac.uk/12761/]. 2009. …[1] 

この「マニュアル」は，2001 年にイギリスの（当時の）環境交通地域省により公表された

ものであるが，特にどの省庁と限定することなく，使いたいときに参照できるようにと作

成されている．EMA の報告書でも「an accessible introduction」として紹介されている[2]． 

医薬品のベネフィット・リスク評価に有用であろうということで注目され，特に EMA の報

告書等で言及されている「MCDA model [3, 4]」あるいは「MCDA modeling [5]」に相当する

内容は，この「マニュアル」に記載されている方法よりもさらに限定されたものである．
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すなわち，基本的には必要な情報が既に得られており，不確かさ（uncertainty）がない状況

下で用いることを想定している． 

しかし，医薬品のベネフィット・リスク評価においても，不確かさ（uncertainty）はつきも

のであり，不確かさを明示的に考慮する際には，多基準決定分析に加え，効用関数の理論

も参照する必要がある．本報告書では多基準決定分析の紹介を中心としており，効用関数

は対象外とした．興味のある読者には以下の教科書が参考になる． 

Keeney, R.L, and Raiffa, H. (1976) Decisions with Multiple Objectives: Performances and 

Value Trade-Offs, Wiley, New York. …[6] 

ところで，決定理論に準拠しない多基準決定分析もある．その代表例が Analytic Hierarchy 

Process（AHP）と呼ばれる方法である．階層分析法といった名称で，日本の教科書等でも

よく取り上げられており[7, 8]，「マニュアル」の Appendix 5 にも紹介記事がある．しかしな

がら，同記事でも解説されているように，決定理論の観点からは，この方法が仮定してい

る公理系が不明確であり，また経験的に確かめることも困難である等，様々な問題点があ

ることが知られており，現時点ではこの方法を規制当局等が積極的に用いようとすること

は考えにくいので，本報告書では対象外とした． 

以下では，特に必要がない限り，上述した教科書に沿った用語や定義を用いる．また

「MCDA」あるいは「MCDA モデル」についても，決定理論に準拠して定義された価値関

数（後述）に基づくものに限定した．  

なお，本報告書では，上述した教科書[6]や「マニュアル」[1]に加え，以下もしばしば参照

する． 

French, S. Decision Theory: an Introduction to the Mathematics of Rationality, Ellis Horwood, 

Chichester, 1988. …[9] 

この教科書は「マニュアル」の文献リストの中でも紹介されているように，決定分析の数

学的な基礎に関して詳しく，また比較的わかりやすく書かれている． 

Edwards, W., R.F. Miles, and D. von Winterfeldt, Advances in Decision Analysis: From 

Foundations to Applications Cambridge University Press, 2007. …[10] 

こちらは様々な論文を集めたオムニバスであり，EMA の報告書でも参照されている[3]．決

定分析の歴史的な概観からはじまり，理論的な話題としては，価値関数や効用関数を用い

た決定分析だけでなく，決定木（decision tree），ベイズの方法等が含まれている．実用的な

話題としては，様々な事例に加え，専門家の考えをどのように決定分析に取り込むか，意
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思決定のための会議（decision conference）をどのように行うか等の内容も含まれている．内

容が多岐にわたる分，個々の話題に関する記述はかなり圧縮されたものになっている． 

Hammond JS, Keeney RL, Raiffa H. Smart Choices: A Practical Guide to Making Better 

Decisions. Boston, MA: Harvard University Press; 1999. …[11] 

この「Smart Choices」という本は，本報告書の後半で触れる PrOACT-URL について平易に

解説した本である．この本の中では PrOACT という名称を用いているが，日常的な意思決

定の事例等を通じ，PrOACT-URL の大文字部分に対応する 8 つの意思決定の要素を 1 章づ

つ紹介・解説していくという構成である．数式こそ登場しないが，様々な数値例を通じ，

価値関数や効用関数，決定木等に相当する内容にも触れている． 

 

1.2 基本的な用語と概念 

上述した教科書[9, 10]や「マニュアル」[1]に基づき，まず基本的な用語や概念を紹介する． 

1.2.1 選好 

選好とは，複数の選択肢を要素とする集合 Aに関し，この集合に含まれる選択肢 a やb の

いずれが好ましいか，という「好ましさ」のことである．好ましさには順序があると考え

られるので，それを以下のような記号を用いて表す． 

aよりb が好ましい ： ba   

aとb は同じだけ好ましい ： ba ~  

b よりaが好ましい ： ab   

うっかり不等号（<，>）と見間違えそうになるが，好ましさの順序を表すための記号であ

る．通常，この選好にはさらに以下の性質を仮定する． 

① 完備性（completeness） 

選択肢の集合 Aに含まれるどの要素についても，選好関係を定めることができる．例え

ば Aの要素を適当に 2 つ選ぶと ba  ， ba ~ ，または ba  のいずれかが成り立つ． 

② 推移性（transitivity） 

Aに含まれる選択肢に関して， ba    かつ cb  が成り立つならば， ca  が成り立つ． 

完備性を満たすけれども推移性を満たさない順序関係の例としては，「じゃんけん」を挙げ

ることができる．  
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1.2.2 「属性」または「基準」 

選択肢の特徴を表す要素を属性（attribute）と呼ぶ．ベネフィットやリスクを評価する際に

参照する有効性や安全性のエンドポイントのことだと考えればよい．こうした属性は選択

肢（例えば 2 つの薬剤 a とb ）によって異なる値を取る．薬剤a の降圧効果は 12 mmHg で

あり，ある有害事象の発現割合は 3％であったとすると，これらの属性の値をまとめて

 %3 ,12mmHg と表す．また，このようにひとまとめに表した属性の値（値の組）をプロ

ファイルと呼ぶ．関連して，属性を大文字で  Y ,X ，その値を小文字で  y ,x 等と表し，

例えば薬剤 a のプロファイルについて    %3 ,12, mmHgyx aa  と表す．仮に薬剤b がプラ

セボで，そのプロファイルが    %1  ,0, mmHgyx bb  であったとしよう．こうしたプロフ

ァイルを比較したうえで，もし薬剤 a の方が薬剤b より医療上好ましいと判断したとすると

（ ba  だったとすると），プロファイルについても同じ記号を用いて 

           bbaa yxyx ,,  あるいは    %1 ,0%3 ,12 mmHgmmHg   

等と表す．なお，簡単のため，以下では属性の数が 2 つの場合について，すなわち 2 属性

の場合について主に解説する．3 属性以上の場合については，必要に応じて説明を補足する． 

多基準決定分析では，この属性が「意思決定の目的の成否を評価する上での基準」となる

ことから，属性に相当する内容を基準（criterion）と呼ぶことがあり，これが名称の由来に

もなっている．本報告書では，これらの用語を特に厳密には使い分けてはいない．ただし，

一般的な傾向としては，これから述べる価値関数と関連した理論的な内容について述べる

場合には「属性」と呼び，実際の意思決定の手順と関連した実践的な内容について述べる

場合には「基準」と呼ぶことが多いであろう． 

1.2.3 価値関数 

価値関数とは，プロファイルの好ましさ，すなわち選好上の順序関係を関数として表した

ものである．すなわち，属性の値，もしくはプロファイル  yx, に対して実数を対応させる

関数（ v で表す）を価値関数と呼ぶ．言い換えると，記号「」で表される好ましさの順序

を，不等号「」で表される実数の大小として表現したものが価値関数である．価値関数 v

は任意 2 つのプロファイル  aa yx , ，  bb yx , に対し，以下の性質を満たす． 

   bbaa yxyx ,  ,   ⇔    bbaa yxvyxv , ,  ， 

   bbaa yxyx , ~ ,  ⇔    bbaa yxvyxv , ,  ， 

   bbaa yxyx ,  ,   ⇔    bbaa yxvyxv , ,  ． 

なお，実際に価値関数を用いる際，属性の値として，各薬剤について臨床試験等から得ら

れた平均値等を用いることが多い．このことは，価値関数というものが，そもそも不確か

さ（uncertainty）がない状況下での意思決定に用いられることと関連している．決定分析に
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おける「不確かさ」がどのようなものかについては，3 章で述べるが，この段階では，ごく

大雑把に，統計的な意味でのばらつき（variability）についてはあまり考慮せず，平均値を

そのまま真の値のようにみなして価値関数に代入するのだと考えておこう． 

1.2.4 戦略上同等 

選好の順序関係さえうまく表現できれば良いので，価値関数には任意性がある．例えば，

ある価値関数に対して，定数を足す，正の定数を掛ける等の演算を行っても，やはり同じ

選好関係を表す価値関数が得られる．一般に，単調増加関数で変換しても価値関数が表す

選好関係は変わらない．このように，関数の形は異なるが同じ選好関係を表す価値関数を

戦略上同等（strategically equivalent）な価値関数と呼ぶ．また，価値関数  yxv , と  yxw , が

戦略上同等であることを，記号「～」を流用して    yxwyxv ,~, と表す． 

1.2.5 選好の独立性 

以上の定義によれば，同じ選好関係に対して価値関数の取りうる形（戦略上同等な価値関

数）は無数にあり，このままではどのように価値関数を定めればよいのか考えにくい．こ

こで役立つのが，選好の独立性という性質である．この性質が成り立つ場合には，あまり

複雑な価値関数を考える必要はなく，まず，それぞれの属性について価値関数を構成し，

それらを足し合わせることで多属性の価値関数を得ることができる． 

選好の独立性とは，例えば，属性 X に関する選好関係を評価する上で，属性Y の値を参照

する必要がないことを指す．あくまでも意思決定者の判断の問題であり，統計学的な意味

での独立性とは異なる．直観的にわかりやすいのは，「マニュアル」[1]で紹介されている以

下の検討を行うことであろう． 

鍵となるアイディアは単純である．ある選択肢の好ましさを，ある 1 つの属性によって

判断し，その好ましさを点数で表したとしよう．このとき，あなたは，その属性に関す

る点数を，他の属性に関する点数を知らなくても決めることができるだろうか．もし，

その答えがイエスなら，その属性は他の属性と選好の上で独立である．同じ問いを他の

属性についても繰り返し，常に答えが Yes なら，いま考えている複数の属性は選好の上

で互いに独立である． 

2 属性の場合について，さらに具体的に考えてみよう．属性Y の値を yとし，属性 X につ

いては 2 つの値 xと x  を考えたとき，   yxyx  ,,  が成り立ったとする．このとき，y

の値を任意の別の値 y  に変えても選好関係が変わらず，やはり    yxyx  ,,  であったと

する．つまり， y の値に依らず， xと x  の値を見比べれば選好関係が評価できるというこ

とである．この条件が成り立つとき，属性 X は，属性Y に対して選好の上で独立であると
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いう．また，同様なことが属性Y についても成り立つ場合，属性 X とY は選好の上で互い

に独立であるという．臨床試験の結果でも，例えば，死亡者の割合は常に小さい方が好ま

しいはずであり，状況によっては死亡者の割合が大きい方が好ましい，などということは

通常考えられない．つまり，他の属性の値を参照しなくても，この属性における好ましさ

（小さい方が良い）を判断できるはずである．この場合，少なくとも死亡者の割合という

属性は，他の属性とは選好の上で独立である． 

属性の数が 3 以上になるとやや複雑になるが，基本的な考え方は同様であり，上で 2 属性 X

とY について述べた条件を，属性の集合 X と，その補集合Y に置き換えると，属性の集合

における選好の独立性に関する条件が得られる．例えば 3 属性の集合 ZYX ,, について考

えてみよう．この集合を，属性 X のみからなる集合 X と，補集合 ZY , とに分解して考

え，ある  zy , を固定したときに    zyxzyx  ,,,,  が成り立ったとしよう．このとき， 

 zy , を任意の  zy  , に変更してもやはり    zyxzyx  ,,,,  が成り立つ場合，属性

X は，属性の集合 ZY , に対して選好の上で独立であるという．あるいは，3 属性の集合

 ZYX ,, を，属性の集合 YX , と補集合 Z に分解して考え，ある zを固定したときに

   zyxzyx  ,,,,  が成り立ったとしよう．このとき， zを任意の z  に変更してもや

はり    zyxzyx  ,,,,  が成り立つ場合，属性の集合 YX , は，属性Z に対して選好の

上で独立であるという．3 つ以上の属性について，こうした任意の 2 つの（空でない）部分

集合への分解をどのように行っても選好の上で独立である場合，それらの属性は選好の上

で互いに独立であると言う． 

ところで，選好の上で独立でない場合とは，いったいどんな場合だろう．先の定義に沿っ

て 2 属性の場合について考えると，属性Y の値が yのときは    yxyx  ,,  ，また y  の
ときは    yxyx  ,,  というように，属性 X について同じ 2 つの値 xと x  を考えている

のに，その好ましさの順序が属性Y の値によって逆転する場合である． 

身近な例として，食事における好ましさを，メインの料理が肉か魚かという属性と，その

ときに合わせるワインが赤か白かという属性によって判断することを考えよう．常に肉料

理を好み，何がどうあっても肉だ，という肉食系の人にとっては，ワインの種類とは無関

係に，常に肉料理の方が好ましい．したがって，これを式で表すと 

   赤　魚赤　肉  ,  ,  ，    白　魚白　肉  ,  ,   

となる．つまり，この人にとって，メインの料理という属性は，合わせるワインという属

性と選好の上で独立である．一方，肉料理だったら赤ワインがより好ましく，魚料理だっ

たら白ワインが，という人にとっては事情が異なる．少なくとも，合わせるワインに関す

る選好関係は，他方の属性の値（メインの料理が肉か魚か）によって逆転する．すなわち 

   白肉赤肉   ,  ,  であるが，    白魚赤魚   ,  ,  ． 

このような人にとっては，ワインの種類という属性はメインの料理という属性に対し，選
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好の上で独立でない． 

また別の例として，降圧薬a と対照薬b を比較する場合を考えてみよう．降圧効果というベ

ネフィットの属性 X（単位：mmHg）と，ある有害事象の発現割合というリスクの属性Y（単

位：%）を考えたとき，この有害事象が血圧の変化と関係した事象であったとしたら，どう

だろう？両者は少なくともデータの上では関連性があり，選好の上で独立だとは考えにく

いかもしれない．この場合，検討すべきことは，例えば「降圧効果が 5 mmHg の場合と 10 

mmHg の場合とでどちらが好ましいのかが，この有害事象の発現割合の値によって逆転す

ることがあるかどうか」である．仮に，有害事象の発生割合が 1％の場合は降圧効果が 5 

mmHg より 10 mmHg の方が好ましいと考えられたとすると，この選好関係は 

   %1 ,10%1 ,5 mmHgmmHg   

と表すことができる．すると問題は，例えば有害事象の発現割合が 3％のとき，この関係が

逆転して 

   %3 ,10%3 ,5 mmHgmmHg   

となるかどうかである．いずれの場合についても，降圧効果とは無関係に，この有害事象

が 1%または 3%発現する状況を考えている点に注意しよう．よくある誤解は，有害事象の

発現割合をともに 3%に増加させるのではなく，一方のみ変化させ，「降圧効果が大きくな

るとこの有害事象が増えるようなら，降圧効果は小さくてもいいからこの有害事象を減ら

したほうがいい」，などと考えることである．これは，実質的には以下の選好関係を考え「独

立でない」と判断していることになる． 

   %3 ,10%1 ,5 mmHgmmHg   

これは，降圧効果とこの有害事象の発現とのトレード・オフの関係を評価した式ではある

が，選好の独立性を判断する材料にはならない．  

このように考えてみると，選好の上で独立でない場合というのは，やや特殊な場合かもし

れない．混乱しそうになったら，定義に戻って確認するとよい． 

1.2.6 価値関数の表現形 

以下の性質を用いると，価値関数の表現形を取り扱いが簡単な形に帰着できる． 

属性 X ，Y ，Z ，…が，選好の上で互いに独立な場合，またその場合に限り，価値

関数は以下の和の形に表される． 

                     zvyvxvzyxv ZYX,,,  

これは 3 属性以上の場合に一般に成り立つ性質であり，複雑な多属性価値関数を 1 から構

成する必要はなく，属性ごとの価値関数（単属性価値関数）を構成して足し合わせれば良

いことを示している．2 属性の場合は，やや事情が異なり，Thompsen の条件と呼ばれる条
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件を追加するか[9]，あるいは選好の独立性よりも強い corresponding tradeoffs condition と呼

ばれる条件を仮定する必要がある[6]．少し見方を変えると，3 属性以上の場合，選好の独立

性から Thompsen の条件が導かれるため，こうした条件を追加する必要がないのである[9]．

実用上は 3 属性以上を取り扱う場合がほとんどであろうから，2 属性の場合の詳細について

は，参照文献等をご覧頂きたい． 

以下は，やや発展的な内容である．理論的な事項に関心のない読者は，このまま次節に進

んで頂いて差し支えない． 

さて，価値関数が和の形に帰着されるとき，その価値関数は加法的であるとか，その価値

関数が表す選好構造（preference structure）は加法的である等と言う．しかし，1.2.4 でも述

べたように価値関数の形には任意性があった．つまり，戦略上同等な価値関数が無数に存

在する．このため，一見加法的に見えない価値関数であっても，実は加法的な価値関数と

戦略上同等であり，したがってそれが表す選好構造もまた加法的である，といったことが

起こりうる．例えば，以下のような価値関数を見ると，積の項があるせいで加法的ではな

いという印象を抱くかもしれない． 

  xyyxyxv , （ただし 0  ,0  yx ） 

しかし，定数 1 を足す，対数を取る等の変換は，いずれも単調増加関数によって表される

ので 

      yxyxxyyxxyyx  1log1log  ~  11 1  ~   

すなわち， 

     yxyxv  1log1log ~ ,  

が導かれる．右辺の価値関数が加法的なので，積の項が含まれている左辺の価値関数が表

す選好構造もまた加法的である．そして，選好構造が加法的である場合には，上で示した

性質により，選好の独立性が導かれる（2 属性の場合なので，正確には，さらに強い

corresponding tradeoffs condition という条件がまず導かれ，結果的に選好の独立性も導かれ

る）．意思決定者がどのような判断を経て上述した価値関数  yxv , を導いたかはわからない

が，その価値判断において選好の独立性を想定していたことがわかる． 

上で紹介した性質（定理）は必要十分条件であり，選好関係の側から関数の形が定まるこ

とと，逆に関数の形から選好関係に関する情報が得られることを，ともに意味している．

さらに価値関数の形が一意に定められないこと（戦略上同等な価値関数が無数に存在する

こと）もあいまって，意外に深みのある内容になっている． 

1.2.7 スコアリング 

価値関数の任意性を利用して，さらに取り扱いが簡単になるように「尺度（scale）」を変更

して用いることが多い．例えば，属性 X の値は，可能性としては-1000 から 1000 までの値
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を取り得るけれども，実質的に検討の対象となる値の範囲は 100 から 200 程度である，ま

た属性 X の価値関数  xvX は単調増加関数である，ということなら 

     
   100200

100

XX

XX
X vv

vxv
xs




 （ただし 200100  x ） 

のように尺度変換を行い，  xvX を，0 から 1 までの値を取る関数  xsX に変換することが

できる．定数を引く，正の定数で割る等の変換を行っても価値関数は戦略上同等だから，

尺度変換後の関数  xsX もまた，  xvX と同じ選好関係を表す価値関数である． 

実作業としては，属性の値 x ごとに 0 から 1 までの値を定め，その対応関係から  xsX を構

成し，各選択肢の属性の値を代入してその選択肢の「点数」を求める．例えば，選択肢 a に

関する属性 X の値 ax を代入して  aX xs を計算すると，この属性 X に関する選択肢 a の価

値の大きさが 0 から 1 までの点数として表される．もし，0 から 1 までの値を「点数」と言

われてもぴんとこないということなら，この関数を 100 倍したものを  xsX として用いても

よい（100 倍して得られる価値関数も戦略的上同等である）．これはちょうど属性の値ごと

にその価値の大きさを点数化（スコア化）していくような作業であり，こうした手順をス

コアリングと呼ぶことがある． 

さて，属性Y の価値関数  yvY についても同様な尺度変換を行うことで，その値が 0 から 1

まで（あるいは 0 から 100 まで）となる，戦略上同等な価値関数  ysY を考えることができ

る．例として，属性Y の取り得る値としては 10 から 20 までを考えれば十分であり，また

その値 y が大きくなるほど単調に価値が減少する場合は，以下のような尺度変換を行えば

よいだろう． 

     
   2010

20

YY

YY
Y vv

vyv
ys




 （ただし 2010  y ） 

こうして，属性Y に関する選択肢 a の価値の大きさ  aY ys 等を求めることができる． 

1.2.8 重み付け 

以上で構成した属性ごとの価値関数は，ある属性を単独で（他と切り離して）考えたもの

だった．包括的なベネフィット・リスク評価のために多属性の価値関数を構成するには，

複数の属性値（プロファイル）ごとに，その価値の大きさを考える必要がある．すべての

属性が相対的に同じだけの価値をもつとは限らないので，その価値の違いを「重み」とし

て表すことになる．選好上独立な複数の属性について，属性ごとの価値関数に重み付けを

行い，足し合わせることで，多属性の価値関数を構成することができる． 

2 属性の場合なら，その価値関数は 

     yswxswyxv YYXX , ， 

ただし   10  xsX ，   10  ysY ， 
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また 0Xw ， 0Yw ， 1 YX ww ． 

という形になる．ここで，属性ごとの価値関数の係数にあたる Xw や Yw が，属性ごとの重

みを表す定数であり，属性間の相対的な価値の違いを示している．係数の値が大きい属性

ほど，他と比較して相対的に重要性が高く，価値全体（2 属性価値関数の値）に及ぼす影響

が大きい． 

また，上では省略しているが，各属性の値にはそれぞれが取り得る値の範囲がある（定義

域）．例えば，属性 X については，値の取りうる範囲が
x から

x までであり（
  xxx ），

しかも属性の値が大きいほど価値が大きいと考えられたとしよう（   0xsX ，   1xsX ）．

一方，属性Y については，値の取りうる範囲が
y から

y までであり（
  yyy ），か

つ属性の値が小さいほど価値が大きいと考えられたとしよう（   1ysY ，   0ysY ）． 

このとき，最悪の状態，つまり最も価値が低いのは 2 属性の値が   yx , となる場合であり 

  000, 
YX wwyxv  

と価値の大きさは 0 となる．また，2 属性のうち，例えば X の方だけ最良の状態，つまり

その値が
x になったとすると 

  XYX wwwyxv  01,  

と価値の大きさが 0 から Xw に増加する．同様に，最悪の状態からY の方だけ最良の状態，

つまりその値が
y になったとすると 

  YYX wwwyxv  10,  

と価値の大きさが 0 から Yw に増加する．つまり，属性ごとの重みというのは，その属性の

値が最悪の値から最良の値に変化したときに価値の大きさが振れる幅と対応している．し

たがって，定義域として定めた範囲内で値を変化させたときに，より大きく価値が変動す

ると考えられる属性には大きな重みを与えるべきである．逆に，その範囲内で値が変化し

ても価値への影響が少ないと考えられる属性には，小さな重みを与えるべきである． 

具体的な手順については 1.3.3 で述べるが，上述した価値の振れ幅という側面，また属性間

のトレード・オフの関係等を考慮しながら，属性ごとの重みを定めていくことになる．あ

る程度，機械的に重みを定める計算手順も知られているが[1]，そのようにして得られた結

果を鵜呑みにすべきではない．価値をめぐる問い（value questions）を様々に重ねながら，

慎重に検討を進めることが必要である．単にその属性が重要だというだけでなく，そのベ

ネフィット・リスク評価において，その属性の取りうる値の範囲をどの程度とするのが適

切か，またその範囲内で属性値が変化したとき，それが臨床的な価値という観点からどれ

ほど重要なことか等もあわせて考慮すべきなのである．ただ漠然と属性の重要性に順序を

付けるだけでなく，量的な側面に踏み込んだ評価が必要な点に注意したい． 
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1.3 作業手順の概略 

ここからは，多基準決定分析，あるいは MCDA モデルを構成する作業について，もう少し

具体的に紹介していこう．その概略を図示すると以下のようになる（図 1-1）。 

 

図 1-1 MCDA モデル作成手順の例 

以下ではこれらの作業手順を，簡単な例とともに解説していくが，どの手順においても重

要なのは意思決定者たちの価値判断を適切に引き出すことである．実際にこうした作業を

行う際，会議を行うこともあればインタビューを行うこともあるが，鍵となるのは，適切

な質問を重ねることだと言われている[10]．定量的方法と聞くと何か機械的な計算ばかりを

想像するかもしれない．しかし，これから紹介する方法の実態は，意思決定者たちの価値

判断を引き出すための一連の問いかけ（value questions）を繰り返しながら，彼らの価値判

断の内容と構造を数学モデルに翻訳していく作業なのである． 

以下では，架空の降圧薬の事例を考える． 

・ 降圧薬 a と対照薬b を比較する 

・ 簡単のため，ベネフィットとリスクをそれぞれ 1 つずつの属性で表す 

・ ベネフィット＝降圧効果：属性 X （単位：mmHg） 

・ リスク＝ある有害事象の発現割合：属性Y （単位：%） 

1.3.1 属性の選択 

まず，評価に用いるベネフィットおよびリスクに関する属性を選択する．これは定性的な

プロセスであり，定量的評価に先立って既に完了していなければならない．この手順は，
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作業としては単に有効性や安全性のエンドポイントを選んでいるだけのように思える．し

かし，実質的には，属性の取捨選択や定義の見直し等を通じ，意思決定の目的をより明確

にし，またその成否を評価する基準を定めていることになる． 

さて，ベネフィットおよびリスクのそれぞれについて，複数の属性が挙げられるだろう．

またそれぞれの属性の値としては，例えば臨床試験の結果などから得られた平均値を用い

る．こうした属性の定義や用いる値の適切さも重要である．理論的な観点からは，この段

階で重要なことは，選好の独立性を確認することである．独立でないと考えられる場合に

は，一般に，より複雑な関数を構成しようとするのではなく，属性の定義を再検討するこ

とが薦められている[1, 10]．例えば「マニュアル」には，以下のような対処方法が紹介され

ている[1]． 

① 許容できる値の範囲を考慮し，その条件を満たさない選択肢は除外する．また，属性の

値の範囲（価値関数の定義域）を，その許容できる値の範囲内に制限する． 

② 選好の上で独立でない 2 つの属性を合成して 1 つの属性にまとめる． 

まず，①は，掛け算的に働く属性（multiplier）を想定した対処方法である．どういう場合か

と言うと，例えば許容できないほど有効性の結果が好ましくない，あるいは安全性の結果

が好ましくない選択肢が紛れ込んでいると，以下のようなことが起こる．すなわち，ある

属性の値が極端に悪いせいで，他の属性の値がどのように変化しても，価値の大きさが変

化しない（非常に好ましくないことは明白で，それ以外の差など無視できるほど小さい）．

この場合，ある特定の属性が極端に好ましくない値を取るせいで，ちょうど他の属性が表

す価値に 0 を掛けたかのような状態になり，他のすべての属性の選好関係が影響を受ける．

もちろん選好の独立性など成立していない．したがって，許容できないほど極端な帰結が

生じ得る選択肢は，そもそも検討の対象とすべきではないし，こうした極端なことが生じ

ないように，属性が取りうる値の範囲を広げ過ぎないことが重要だ，というのが①の主旨

である． 

次に②だが，1.2.5 で紹介したメインの料理の種類（肉か魚か）と合わせるワイン（赤か白

か）を例にとると，これら 2 つの属性を合成して 4 カテゴリーの属性を 1 つ構成すればよ

い，という対処方法である．もちろん他に方法がなければ，それも 1 つの手段ではある．

しかし，この例に限って言えば，もっと別のアプローチもあるかもしれない．  

決定分析では，その意思決定において真に考慮するに値する本質的な目的を fundamental 

objective と呼ぶ一方で，こうした目的を達成するための手段として必要だと考えられる目的

を mean objective と呼んで区別している．そして，mean objective を表す属性が紛れ込んでい

ると，しばしば選好の独立性が損なわれるので，なるべく fundamental objective に絞って検

討を行うことが推奨されている[12]．逆に，Decision Conference（2.1 参照）等での検討を通
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じて fundamental objective を絞り込むことができ，したがって，それらを表現する属性が適

切に選ばれていれば，自然に選好の独立性が成り立っているはずである．というのは，

fundamental objective というのは，他の目的を参照しなくても，それ自体で意義をもつ，ま

さしく本質的な目的であるから，その選好関係を判断するうえで他の目的（を表す属性）

を参照する必要がないからである[12]． 

ここで，メインの料理の種類と合わせるワインの例に戻ろう．そもそも，この意思決定者

は，なぜ合わせるワインの種類を属性として選んだのか．さらに突っ込んで尋ねてみたと

ころ，それはメインの料理が何であれ，その付け合せ，味付け，一緒に飲むワイン等がよ

く調和していてこそ食事が楽しくなるからだ，と答えたとしよう．この場合，ワインの種

類が赤か白かという属性は，この希望を叶えるための手段の１つとみなす方が適切かもし

れない．つまり，この意思決定者にとっては，ワインの種類それ自体が重要なわけではな

く，料理と調和したワインが飲めるかどうかの方がより本質的なのである．実際，ワイン・

マニアのような人（むしろワインに合わせて料理を選ぶ）を除けば，こうした観点からワ

インを選ぶ人は少なくないかもしれない．このような場合，料理に合ったワインが飲める

かどうか，といった属性を新たに定義すると，これは料理の種類とは無関係に常にそうあ

ってほしいこととなり，選好の上で独立と言えるかもしれない． 

実は，1.1 で紹介した「Smart Choices」の中で，目的の設定に関して強調されていることの

1 つが，やはり fundamental objective を適切に選ぶべきだということ，またその際，結果（ends）

と手段（means）を混同するな，ということなのである[11]．例えば 1.2.5 で，架空の降圧薬

の事例を検討した際，ある有害事象が血圧の低下と関係した事象であるため，もう 1 つの

属性である降圧効果と選好の上で独立だとは考えにくい場合があるかもしれない点に言及

した．ここで本当に選好の独立性が疑わしい場合に，まず考えるべきことは，降圧効果を

大きくすることが真の治療目的なのか，ということであろう．つまり，将来に懸念される

重篤なイベント等を予防するうえで，降圧効果を得ることが手段として重要だ，というこ

とかもしれない．このような場合は，もちろん情報があれば，懸念される重篤なイベント

等の発生の程度を属性として選べばよい．あるいは，降圧効果をそのまま属性として用い

るのではなく，治療目標とする血圧値の範囲などに注目し，その目標が達成された患者の

割合等を属性として選ぶとよいかもしれない． 

結局のところ，意思決定の目的を十分に吟味し，小さな目的に相当する内容を適切に定め

るという質的な評価が，まずは重要なのである．また，この点が適切に，あるいは自然に

クリアされているようなら，選好の独立性についてさほど気に病む必要はないということ

でもある． 

なお，fundamental objective を適切に定めるために，どのような点に注意し，どのような検
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討を行うとよいかといった実用的なアドバイスについては，既に引用してきた以下が参考

になるかもしれない． 

・ Hammond JS, Keeney RL, Raiffa H. Smart Choices: A Practical Guide to Making Better 

Decisions. Boston, MA: Harvard University Press; 1999. …[11] 

特に「3. Objectives」が参考になる． 

・ W. Edwards, R. F. Miles & D. von Winterfeldt (Eds.), Advances in Decision Analysis. 

Cambridge: Cambridge University Press. …[10] 

特に「7. Developing Objectives and Attributes」が参考になる． 

1.3.2 属性ごとの価値関数を作る 

選好の独立性が確認できたら，属性ごとに，どのような値を取る場合が，どれほど好まし

いか，あるいは医療上価値があることなのか，その関係を関数として表現する． 

臨床家にとって，具体的な「点数」はともかく，検査値等に基づく何らかの判断基準を定

めること自体は，さほど目新しいことではない．どの値を越えたら患者にとって好ましく

ないか，あるいはどの範囲に値が落ち着けば症状が改善したと考えられるか，経験に基づ

いてある程度の目安を持っていることも少なくない．これまでに行われた臨床研究から得

られた知見をもとに，こうした基準が学会のコンセンサスとして提唱されていることもあ

るだろう．  

特に利用可能な情報がない場合は，意思決定者たちが自らこうした関数を作ることになる．

最も単純なのは，線形な，つまり直線の式に相当する 1 次関数から始めることである．例

えば属性 X について，今回の意思決定においては，その値の範囲として
x から

x までを

考えれば十分であったとしよう（
  xxx ）．もし，この属性については値が大きいほど

好ましいということであれば，
x のとき値が 0，また

x のとき値が 1 となる関数 

  







xx

xx
xsX  

を出発点とする．逆に，値が小さいほど好ましい場合は，
x のとき値が 1，また

x のとき

値が 0 となる関数 

  







xx

xx
xsX  

といったものから始めることになる． 

もちろん，属性ごとの価値関数が常に線形である必要はないので，実際にはここで様々な

検討を加え，調整することが重要である．例えば，価値が半減する（価値が 0.5 となる）の



19 
 

はどのような場合かを検討する方法がある．上の前者の例で，
x のときに値が 0（価値が

最小），また
x のときに値が 1（価値が最大）ということであれば，いったい x の値を（

x

から
x までの）いくつにしたら価値が 0.5 になるのか，また 0.25 や 0.75 となるのはどんな

値のときか，ざっと考えてみる．ここで複雑な関数を精密に定めようとする必要はない．

意思決定者たちの評価や判断の内容を大まかに（関数の概形を通じて）把握しようと努め

ることが重要である． 

さて，架空の降圧薬 a と対照薬b の事例に戻ろう． 

まず，ベネフィットの属性である降圧効果の値 x

がどのような場合に治療上好ましいのか，という

関係を価値関数  xsX によって表現したい．仮に関

心がある値の範囲が 0 mmHg から 15 mmHg であっ

たとして，まったく降圧効果がない（ 0x mmHg）

場合に価値は最小（   00 Xs ）であり，また降圧

効果が 15 mmHg の場合に価値が最大（   115 Xs ）

であるとするなら，この属性の価値関数として，

とりあえず図 1-2 のようなものを考えることがで

きる．  

 

図 1-2 価値関数の例 1 

これを式で表すと  
15

x
xsX  （ただし， 150  x ）となる．もちろん，これは架空の例

であり，実際には収縮期血圧と拡張期血圧のそれぞれをどう見るかとか，平均 15 mmHg の

降圧効果を目指すのは逆に低血圧のリスクになるかもしれず，集団によっては行き過ぎだ，

などの考え方もあるかもしれない．治療の対象となる患者集団や，目標とする治療効果等

により，検討すべき属性の値の範囲は異なるだろう．なお，ここで設定した値の範囲が，

次に述べる重みの検討にも影響を及ぼすので，注意が必要である． 

さて，上の例では，降圧効果が増加すると比例的に価値が増加することを想定していた．

しかし例えば，降圧効果が 0 mmHg の場合と 5 mmHg の場合とでは治療上の価値が大きく

異なるけれども，5 mmHg の場合と 10 mmHg の場合とではさほど異ならない，等と考える

のであれば，価値関数は直線の式ではなく上に凸な曲線の式の方が適切かもしれない（図 

1-3 左図）．また，やや極端な例かもしれないが，例えば降圧効果が 5 mmHg 以下であれば

治療上の価値はほぼ皆無であり，逆に 10 mmHg を越えさえすれば合格である，その間は，

だいたい比例的に価値が増加する，ということであればそのグラフが折れ線になる関数を

考えた方が適切かもしれない（図 1-3 右図）． 
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図 1-3 価値関数の例 2 

さらに，この右図のような状況だとすると，そもそも降圧効果を属性として選ぶのではな

く，降圧効果が 10 mmHg に到達した患者の割合，といった別の属性を考えた方が適切かも

しれない．実際の臨床試験でも，目標血圧（例えば 140/90 mmHg）を達成した患者割合を

副次的評価項目の 1 つとして含めることが多い． 

次にリスクに関する属性，すなわち，ある有害事象の発現

割合Y に関する価値関数  ysY を定める手順を見ていこ

う．有害事象は発現しない方が好ましいので，発現割合が

増加すると価値が減少する．リスクの大小と，価値関数の

値の大小が逆になるので注意が必要である．例えば，関心

がある発現割合の値の範囲が 0%から 5%であり，0%の場

合に価値は最大（   10 Ys ）であり，また 5％の場合に最

小（   05 Ys ）であると評価したとする．この属性の価

値関数として，例えば図 1-4 のようなものが考えられる。

 

図 1-4 価値関数の例 3 

これを式で表すと  
5

5 y
ysY


 （ただし， 50  y ）となる．この例では，発現割合が増

加すると，それと比例して価値が減少しているが，これも 1 つの例に過ぎず，意思決定者

によっては別の関数を定めることもあるだろう．例えば，発現割合の範囲として 0％から 5％

としてみたものの，実質的には発現割合が 3％を超えるようなら治療上は問題であり，その

価値は 0 とみなすのが適当である，と考えられたとしよう．この場合，発現割合の範囲を 0％

から 3％に変更し，3％を超えるようなデータがあったとしても，価値としては 3％と同じ

だとみなす，といった手順も考えられる．また，値の範囲は 0％から 5％のままにして，関

数の方を 3％から先は値が 0 になるように変更してもよい（図 1-5 左図）。あるいは，価値

が半減する場合について検討したところ，発現割合 1％の場合に価値は半減し（0.5 となり），

さらに 2％から 3％までは価値が直線的に減少するが，もし発現割合が 3％を超えるような

ら，もはや価値は 0 といってよい，という結果になったとすれば，この場合の価値関数の
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グラフは，さらに複雑な折れ線になるであろう（図 1-5 右図）． 

  

図 1-5 価値関数の例 4 

いずれにせよ，この段階で大切なことは，各属性について，どのような値になることが治

療上どれほど好ましいことなのか（好ましくないことなのか），自分たちの評価や判断の結

果を大まかに関数として表現することである．実用上は，属性が適切に定義されていれば，

価値関数は 0 から 1 まで増加するか減少する関数，つまり 1 次関数で済むことが多いと言

われている[10]．もちろん自分たちの評価に自信がなければ，専門家の判断を仰いだり，何

らかの外部情報を活用したりといった可能性も考えられる．いずれにせよ，誰かの価値判

断の結果を関数によって再現しようと試みたものが価値関数であり，その主観的な，ある

いは質的な評価こそが本質なのである． 

1.3.3 重み付け 

選好の独立性が成り立つ場合，価値関数は，属性ごとの価値関数（単属性価値関数）の和

で表すことができる．先の架空の降圧薬の例では，降圧効果という属性 X とある有害事象

の発現割合という属性Y について，以下の価値関数を定めていた． 

降圧効果 ：  
15

x
xsX  （ 150  x ）， 

ある有害事象の発現割合 ：  
5

5 y
ysY


 （ 50  y ）． 

これらに重み（ Xw ， Yw ）を掛けて足し合わせたものが 2 属性全体での価値関数（2 属性

価値関数）であり 

 
5

5

15
,

y
w

x
wyxv YX


 （ただし， 0Xw ， 0Yw ， 1 YX ww ） 

となる．したがって，あとは属性ごとの重み Xw と Yw を定めればよい． 1.2.8 で述べたよう

に，属性ごとの重みというのは，その属性の値が変化したときに価値の大きさが振れる幅

と比例する．この事例では，降圧効果は 0 mmHg から 15 mmHg まで値が振れ，有害事象の

発現割合は 0％から 5％まで振れる．したがって，これらの量的な変化は以下のような形で，



22 
 

重みと対応している． 

Xw ：降圧効果が 0 mmHg から 15 mmHg に増加し，その価値が 0 から 1 に増加すること 

Yw ：有害事象の発現割合が 5％から 0％に減少し，その価値が 0 から 1 に増加すること 

そこで，例えば以下のような問いを通じて，重みを定めていく手順が考えられる．仮に，

降圧効果が 0 mmHg，また発現割合が 5％という場合を考えてみる．ベネフィットはなく，

リスクは高く，価値としては最小の場合である（   05,0 v ）． 

質問１ 仮に一方の属性のみ最高の値（15 mmHg か 0%）に変化させることができたとしま

す．あなたなら，どちらを優先しますか？ 

もし，有害事象を減らす方が優先だ，ということなら，この意思決定者は，少なくとも

YX ww  と考えているはずである．さらに，以下の問いを考えてみる． 

質問 2 「降圧効果は 0 mmHg のまま有害事象の発現割合のみを 5％から 0％に減らすこと」

は，「有害事象の発現割合は 5%のまま降圧効果のみ 0 mmHg から 15 mmHg に増や

すこと」と比較して，何倍くらい重要なことですか．だいたいで結構ですので答

えてみてください． 

もし，この答えが 2 倍ということなら，これはすなわち 2XY ww  を意味する．という

のは，価値が最小の場合（   05,0 v ）と比較して，有害事象の発現割合のみ 0%にした場

合の価値の大きさは   Ywv 0,0 ，また降圧効果の方だけ 15 mmHg にした場合の価値の大き

さは   Xwv 5,15 となるからである．いずれにせよ， 2XY ww という判断の結果と，重

みに関する制約条件 1 YX ww を合わせると， 31Xw ， 32Yw と重みを求めること

ができる．また，内容的には大差がないが，以下のような問いもよく用いられる． 

質問 2’ あなたがより重要だと言った「降圧効果は 0 mmHg のまま有害事象の発現割合の

みを 5％から 0％に減らすこと」の重要性を仮に 100 点としてみましょう．この場

合，もう一方の「有害事象の発現割合は 5%のまま降圧効果のみ 0 mmHg から

15mmHg に増やすこと」は何点くらいと評価できるでしょう．だいたいで結構で

すので答えてみてください． 

もし，こう問われた人が一貫性のある人なら 50 点と答えるはずである．こうして得られた

点数からも，重みの比がわかる．実際に多数の属性について重みを定める必要がある場合

には，こうした点数をヒントに検討する方が考えやすいかもしれない． 

以上では，各属性の値を最も好ましくない状態から最も好ましい状態まで振子のようにス



23 
 

イングさせながら検討している．いわゆる swing weighting と呼ばれる考え方の例である．

簡単に言うと，前項で定めた範囲で各属性の値をスイングさせ，ある仮想的な状況におけ

る評価を促すことで医療上の価値判断を引き出そうというものである． 

やや異なるアプローチとして，以下のタイプの問いも考えられる． 

質問 3 降圧効果が 12 mmHg，また有害事象の発現割合が 3％という薬剤 a と，降圧効果が

これの半分の 6 mmHg となる薬剤 cがあったとします．ベネフィットの面からは薬

剤 cは見劣りがします．しかし，有害事象の発現割合が 3％より低いため，治療上

は使いやすい，リスクに対してさほど神経質になる必要がない，というメリット

があります．先ほどの薬剤 a （降圧効果 12 mmHg，有害事象の発現割合 3％）と

比較して，治療上の良さ，あるいは価値の大きさとして，これと釣り合う薬剤 cの

プロファイルを考えてみてください．降圧効果は既に 6mmHg ということなので，

有害事象の発現割合がどれくらい低ければ薬剤 a と同じくらい好ましいと言える

でしょうか． 

この問いは，要するに，以下の選好関係を考えることを促している． 

   %?  , 6~%3  , 12 mmHgmmHg  

これは，一種のバランスの式であり，医薬品のベネフィット・リスク評価においては必ず

この種の問いに遭遇する．ベネフィットが大きいのはありがたいが，それには必ずリスク

が伴う．今回はリスクも重くみよう，などと口では言ってみるが，いったいどの量を何倍

「重く」みているのか．上の式を左から右に眺めると，降圧効果については 12 mmHg から

6 mmHg に半減し，治療上の価値が下がっている．この価値の低下を埋め合わせるためには

（バランスを取るためには），有害事象の発現割合が 3％から何％かに下がり，リスク面で

の好ましさ，すなわち治療上の価値が増加してくれないと辻褄が合わない．では，具体的

に何％なら両者がバランスするかを問うている．仮に，「2％くらいかなあ」ということで

あれば 

   %2  , 6~%3  , 12 mmHgmmHg  

ということなので，これらの値を価値関数に代入すると 

   2 ,63 ,12 vv  ，すなわち 53156521512  YXYX wwww  

が得られる．これを整理すると YX ww 2 となり，これと 1 YX ww という条件から

31Xw ， 32Yw と重みを定めることができる． 

実際に重みを定める際には，まず質問 1，2，2’等の問いによってざっと重みを決め，それ

から質問 3 のような問いによって，いったん決めた重みの妥当性を検討する，いわゆるク

ロス・チェックを行うことが薦められている[10]．この例では質問 1，2，2’等に答えた段階
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で，とりあえず以下のような 2 属性の価値関数を定めたことになる． 

 
5

5

3

2

153

1
,

yx
yxv


  （ 150  x ， 50  y ） 

この関数の値が等しくなる属性の値の組み合わせ，すなわちプロファイルを何通りか取り

上げ，医療上の好ましさという観点から本当に等価値と考えられるかどうかを検討する．

先に示した  %3  , 12 mmHg と  %2  , 6 mmHg というプロファイルも，価値関数の値が等し

くなるプロファイルの一例であったが，他にも  %3  , 10 mmHg と  %2  , 4 mmHg 等が考え

られる．もし 

   %2  , 4~%3  , 10 mmHgmmHg  

というバランスの式に違和感を覚えるようであれば，質問 1，2，2’等によって定めた最初

の重みは不適切かもしれない． 

このような見方をすると，重みを定めるということは，上のようなバランスの式（価値の

釣り合い）を考えることだと気がつくかもしれない．異なる複数の属性のすべてが好まし

い値を取るようにすることは，実際問題としては難しい．一方の属性が好ましい値をとる

とき，他方の属性の値はあまり好ましくない，といった状況が常にあり，一方をややあき

らめることで他方と釣り合いをとる．こうした複数の属性間のバランスやトレード・オフ

の関係を，属性の値を動かしながら探っていくことは，重みを定めるうえで有用な手順で

ある．実際には存在しない（観察されなかった）プロファイルについて考えていくことに

はなるが，こうした問いを繰り返すことによって，意思決定者たちの価値観の内容が明確

になっていく． 

さて，以上のような検討を経て，降圧効果とある有害事象の発現割合という 2 属性に関す

る価値関数を定めることができたとしよう．上で示した関数の式を見直すと，左辺の価値

関数は 0 から 1 までの値をとり，そのうち右辺第 1 項がベネフィットに関する部分（0 から

1/3 までの値をとる），第 2 項がリスクに関する部分（0 から 2/3 までの値をとる）である．

実際には，もっと多くの属性の価値関数の重み付きの和がベネフィットに関する部分を構

成し，同様に，複数の属性の価値関数の重み付きの和がリスクに関する部分を構成し，両

者の和として多属性の価値関数が表される．こうして構成された価値関数を用いて，どの

ような検討を行うのか，簡単に見ておこう． 

1.3.4 結果の表示と解釈 

価値関数を構成することができたら，価値という統一された尺度でみたベネフィット・リ

スク評価が可能になる．例えば，これまで降圧薬 a と呼んできたのは，ある新薬の高用量の

ことで，実はこの薬剤には低用量（ aで表そう）もあったとしよう．ただし，低用量のプ

ロファイルは  %2  , 10 mmHg とする．さて，各薬剤のベネフィットおよびリスクの属性の
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値，すなわちプロファイルから価値関数の値は表 1-1 のように計算できる． 

表 1-1 架空の降圧薬における属性の値の例 

選択肢 
（薬剤） 

属性の値 価値関数の値 

降圧効果 x  ある有害事象の

発現割合 y  
ベネフィット

に関する部分

リスクに関

する部分 
合 計 
 yxv ,

新薬高用量a  12 mmHg 3% 0.27 0.27 0.53 

新薬低用量a  10 mmHg 2% 0.22 0.4 0.62 

プラセボb  0 mmHg 1% 0 0.53 0.53 

ベネフィット（降圧効果）に関する部分：   1531 xxsw XX   
リスク（ある有害事象の発現割合）に関する部分：     5532 yysw YY   

この値を様々な観点からグラフで表してみよう．例えば，ベネフィットに関する値とリス

クに関する値を，積み上げ式の棒グラフ（PrOACT-URL では Value Bar と呼ばれる）で示す

と図 1-6 のようになる．このグラフを直観的に解釈すると，緑色の領域が大きいほどベネ

フィットの観点から好ましい（より有効な）薬剤であり，また赤色の領域が大きいほどリ

スクの観点から好ましい（より安全な）薬剤である． 

0.27 
0.40 

0.53 
0.67 

0.27 
0.22  0.00 

0.33 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

a a' b Weight

ベネフィット

リスク

図 1-6 Value Bar の例 

右端の「Weight」のところに，ベネフィッ

トに関して価値関数が取りうる最大の値，

すなわち 31Xw （約 0.33）と，リスク

に関して価値関数が取りうる最大の値，す

なわち 32Yw （約 0.67）が示されてい

る． 

これらの値を上限として，まずベネフィットに関して値が最も大きいのは新薬高用量 a であ

り，次いで新薬低用量 a，またプラセボb については降圧効果が 0 だったのでベネフィッ

トという観点からは無価値（値は 0）である．リスクに関する価値関数の値が最も大きく，

リスクの観点から好ましいのは有害事象 Y の発現割合が最も低いプラセボb であり，次い

で新薬低用量 a，新薬高用量 a の順になっている．双方の価値を合計すると，最も好まし

いのは，棒グラフ全体の高さが一番大きい新薬低用量 aであることが視覚的に確認できる．  

また，プラセボとの比較という観点から，価値関数の値の差を表示することもできる（図 

1-7）．このグラフは差を表示していることから，EMA の報告書では Difference Display と呼

ばれている[3, 5]． 
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a  vs. b                                a  vs. b  

‐0.4 ‐0.2 0 0.2 0.4

降圧効果

有害事象Y

‐0.4 ‐0.2 0 0.2 0.4

降圧効果

有害事象Y

 

図 1-7 Difference Display の例 

左が，新薬高用量 a の価値関数の値からプラセボb の価値関数の値を引いたもの，右は，新

薬低用量 aについて同様な差を示したものである．再び緑色の棒がベネフィットに関する

価値関数の差を，赤色の棒がリスクに関する価値関数の差を表している．新薬高用量（左）

については，プラス方向に伸びた緑の棒と，マイナス方向に伸びた赤の棒の長さが等しい

（ともに約 0.27）．つまり，ベネフィット（緑色）についてはプラセボより価値が優ってい

るものの，リスク（赤色）については，ちょうどそれを打ち消すだけ価値が劣っており，

全体としてみるとプラセボと差がない状況である．一方，新薬低用量（右）については，

プラス方向に伸びた緑の棒の方が，マイナス方向に伸びた赤の棒より長くなっている．つ

まり，プラセボと比較して，ベネフィット（緑色）における価値の増分が，リスク（赤色）

における価値の減少を上回っており，全体としてみるとプラセボより価値が高いという状

況である． 

いずれにせよ，意思決定者たちの評価や判断を介して，異なる単位の量（降圧効果と発現

割合）を価値の大きさという尺度に揃えたからこそ，こうした比較が可能になっている．

また，この架空の事例では，考慮すべき属性が 2 つしかなかった．属性の数が増えるほど，

こうした作業が複雑さを増していくことは容易に想像できるであろう．現在では，価値関

数の構成や，関連する量の視覚化をサポートする，様々なソフトウェアが利用可能である[1]．

実際に作業を行う際には，そうした道具の助けを借りる必要があるだろう．また，作業を

円滑に進行させるため，専門家の補助も必要であろう．この点については，3.1 の Decision 

Conference に関する記述を参考にしてほしい．  

1.3.5 感度分析 

医薬品のベネフィット・リスク評価を行うにあたり，不確かさ（uncertainty）は避けて通れ

ない問題である．こうした文脈で言われる「不確かさ」とは，将来起こる可能性がある帰

結に関する不確かさ，現時点における見通しの不確実さ，を主に意味にしている．例えば，

市販前の段階では，頻度が低い有害事象については情報不足なことが多く，市販後にどの
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ような内容の事象がどの程度生じるかについては不確かな場合がほとんどである．また，

臨床試験から得られた結果を見る限り，統計的な意味でのばらつき（variability）が大きく，

有効性等についても，市販後にどの程度の効果が得られるのか，見通しが不確かだという

ことがあるかもしれない． 

こうした事情により，多基準決定分析を意思決定に役立てる際には，いったん構成した価

値関数に対し，その構成要素である属性ごとの価値関数や，それらの重み，また価値関数

に代入する属性の値（プロファイル）等を様々に変化させ，どの程度鋭敏に結果が変化す

るか，あるいはしないのかを検討することが，必須の手順となっている．そして，このよ

うな検討を行うことを感度分析（sensitivity analysis）と呼んでいる．価値関数の内容や，そ

れに代入する値を変化させても，常にある選択肢が他より好ましい（価値が大きい）とい

うことであれば，多少の不確かさがあったとしても意思決定において支障はないはずであ

る．一方，こうした検討の結果，場合によっては別の選択肢の方が好ましいことがある，

ということであれば，より慎重な意思決定が必要かもしれない．なお，感度分析の具体的

な方法等については，2.3.5 で事例とともに述べる． 
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2 多基準決定分析の適用事例 

EMA の報告書で，ヨーロッパの 5 つの規制当局（AFSSAPS，MHRA，MEB，PET，AEMPS）

の審査官たちが，その時点で審査中であった薬剤に対し，試験的にベネフィット・リスク

評価を行った経験を報告したものがある[3]．同報告書では，この試みをフィールド・テス

トと呼んでいる．同報告書では，ここで実際に検討された薬剤についてではなく，架空の

薬剤 X に対する定量的評価の概略が主に紹介されている．架空の事例ではあるが，フィー

ルド・テストにおける経験も交え，定量的方法を適応する際の検討過程が，ある程度，追

体験できるような形で紹介されている．また，具体的な数値や計算過程等も示されており，

この事例については，計算内容を部分的に再現することも可能である． 

以下では，この薬剤 X の事例を取り上げ，実際にベネフィット・リスク評価に多基準決定

分析を用いる際の手順や，検討すべき内容等を，さらに具体的に見ていこう． 

なお，同事例の紹介が 2011 年 7 月 21 日に開催された Basler Biometric Section（BBS）セミ

ナーで行われ，その発表資料が公開されている [13]．さらに，このフィールド・テストに

関して，別の事例を用いた紹介記事があり[14]，その後の EMA の報告書でも参照されてい

る[5]．必要に応じ，これらの文献も参考にした． 

2.1 EMA によるフィールド・テスト 

フィールド・テストという形で 5 つの規制当局が行ったベネフィット・リスク評価は，

PrOACT-URL というフレームワークに基づいて行われた．このフレームワークの内容につ

いては，既に『ベネフィット・リスク評価 入門』で簡単に紹介した通りである[15]．この

フレームワークの特徴の 1 つは，多基準決定分析を用いた定量的評価が手順の中に組み込

まれていることである．その概略を以下で紹介するが，実際のベネフィット・リスク評価

は，Decision Conference という形態で実施されたことが報告されている．Decision Conference

というのは，以下の要領で行う意思決定のための会議のことである[16]． 

・ 1 日から 3 日程度のワークショップ 

・ 関心がある重要な問題を解決するための会議 

・ その問題に対し，多様な視点を代表することができるキー・プレイヤーが参加 

・ グループで行う一連の作業について，さらに決定分析について専門的な知識と経験を

有するファシリテーターが，公平な立場から補助を行う 

・ 思考に枠組みを与えることを補助するため，その場で意思決定のために必要な，そこ

そこ良い（just-good-enough な）モデルを作りながら用いる 

ここで，その「そこそこ良いモデル」を作るための方法として多基準決定分析が用いられ
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ている．いずれの規制当局でも Decision Conference の主要な参加者は 5 人までという規模で

開催され，うち少なくとも 2 名，臨床的評価を行うことができる参加者が含まれていた．

ファシリテーターが PrOACT-URL というフレームワークに沿って議論の進行を助け，実際

にモデルを作る際 Hiview [http://www.catalyze.co.uk/index.php/software/hiview3/]というソフト

ウェアを用いて，作業の全過程が参加者全員に見えるように常時その画面を表示した．参

加者が議論をしながらその場でモデルを作っていくために，操作が容易で，どんなモデル

が出来つつあるかを参加者全員が常に見て確かめられるようなソフトウェアが必要なので

ある．いずれの会議も開始から 6 時間以内で終了した． 

2.2 EMA における PrOACT-URL 

PrOACT-URL というフレーム・ワークの原型は 1.1 で紹介した「Smart Choices」という本に

遡る[11]．この本の中では PrOACT という略称を使っているため，EMA の報告書で急に

「URL」の部分が追加されたかのような印象を受けるかもしれない．しかし，これらの 3

つの要素は，もともと「賢明な選択のための 8 要素（The eight elements of smart choice）」の

中に含まれており，それぞれ 7 章，8 章及び 9 章で論じられている． 

EMA 版の PrOACT-URL の特徴は，むしろ多基準決定分析のような定量的方法を積極的に運

用しようとしていることであろう．簡単なケースについては，定量的モデリング（quantitative 

modeling）を用いることなく PrOACT-URL を適応すれば十分だとしつつ，難しい，あるい

は異論の多いケースについては，MCDA モデルが最も有用であろうとしている[5]．また，

いったんこのようなモデルを構成しておけば，市販後，新たな情報が得られた際，ベネフ

ィットとリスクのバランスがどのように変化したのかを，同じ数学モデルを用いて検討す

ることができる．さらに，同じモデルに，例えばコストやそれと関連した属性を追加し，

またこうした属性と既にモデルに含まれている医学的な属性とのトレード・オフの関係を

検討することにより，規制当局における価値判断を，医療経済学的な分析へと橋渡しする

ことも考えられる．EMA に関しては，こうした観点からも定量的モデリングを重視してい

ることが伺える[3, 5]． 

なお，EMA が行ったフィールド・テストでは市販の視覚化ツールを用いていたが，以下で

は TF1 が開発した視覚化ツール qE（quarto E: Excel tool for Exploratory Evaluation of Effects）

を用いた．qE は Excel 形式で日本製薬工業協会ホームページ 

http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/ 

にて無料で配付している．使用方法の詳細は qE のマニュアルを参照のこと．また，以下で

示した入力例は qE に同梱されている「qE3_EMA 事例.xlsm」で確認可能である．一部，EMA

の報告書に記載されている数値と，qE を用いた計算結果として表やグラフに表示されてい

る数値との間に不整合が認められるが，以下では qE を用いた計算結果の数値を用いた． 
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2.3 薬剤 X の事例 

では，EMA の報告書で紹介されている架空の薬剤 X の事例を見て行こう．そもそもどのよ

うな薬剤かということだが，概略は以下の通りとされている． 

適応症 ：中等症から重症の活動性関節リウマチ 

用 法 ：抗リウマチ薬（メトトレキサート（MTX）を含む）の効果が不十分であった場合

に，MTX と併用して用いる 

有効性 ：MTX との併用試験が 2 試験あり，主要評価項目は 52 週における ACR20 ，副次

的評価項目は ACR50/70，及び Modified Total Sharp Score （mTSS） 

安全性 ：成人関節リウマチ患者を対象とした 4 つの二重盲検第二相試験から得られた安全

性情報 

架空の事例なので十分な情報とは言い難いかもしれないが，このような背景情報は意思決

定の文脈（decision context）を確認するうえで重要である．化学合成品か生物由来製品か，

重篤な疾患に対する治療か否か，稀な疾患に対する治療か否か，致死的な副作用の懸念の

有無，またどんな医療ニーズがあるのか，こうした薬剤を取り巻く医学的・社会的な文脈

によって問題とすべき検討事項は異なるに違いない． 

なお，PrOACT-URL では，1 番最初の PrOBLEM と呼ばれるステップで，そもそもどんな意

思決定問題を検討する必要があるのか，まさに「problem / 問題」の所在を明確にする． 

また，この薬剤 X は注射剤で，臨床試験で比較の対象となった治療群は以下の通りであっ

た． 

・ プラセボ（MTX との併用） 

・ 薬剤 X 200mg（MTX との併用） 

・ 薬剤 X 400mg（MTX との併用） 

意思決定という観点から見れば，これら個々の治療法が，そのまま治療上の選択肢を定め

ている．順序が前後するが，PrOACT-URL では，3 番目の ALTERNATIVE（選択肢）と呼ば

れるステップでこれを定めることになっている．多くの臨床試験が，並行群間比較試験等，

治療上の選択肢の良し悪しを評価できるようにデザインされていることを考えると，薬剤

のベネフィット・リスク評価において，この検討に多大な労力が必要なことは稀であろう．

EMA のフィールド・テストにおいても，この検討は速やかに完了したと報告されている． 

2.3.1 属性の選択 

どの選択肢がより好ましいか・好ましくないかを評価する際，個々の選択肢の特徴を表す
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要素，すなわち属性に注目して比較・検討を行う．1.2.2 で述べたように多基準決定分析で

は，これを基準と呼ぶことが多く，意思決定の目的の成否を，こうした基準を通じて（属

性の値を通じて）調べていく．PrOACT-URL では，2 番目の OBJECTIVE（目的）というス

テップで，この内容を検討する手順になっており，目的とその成否を表す基準を定める． 

薬剤 X の事例に戻ると，下表に示したように，好ましい効果（Favourable effects：EMA の

事例のためイギリス英語で記載）として 4 つの基準が，また好ましくない効果（Unfavourable 

effects）として 5 つの基準が定められている．この段階で，各基準の正確な定義や，単位等

を明らかにすることも重要である． 

表 2-1 基準 

名称 定義等 単位等 

好ましい効果（Favourable effects）  

ACR20 24 週時点での ACR20 の達成患者の割合 % 

ACR50 24 週時点での ACR50 の達成患者の割合 % 

ACR70 24 週時点での ACR70 の達成患者の割合 % 

mTSS 52 週時点での手足の関節障害の進行量の平均値 変化量 Score±SD 

好ましくない効果（Unfavourable effects）  

感染症 感染症発現患者の割合 /100 人年 

重篤有害事象 筋骨格／結合組織障害発現患者の割合 /100 人年 

死亡 患者死亡の割合 % 

結核 結核に罹患した患者数 人 

悪性腫瘍 最低 1 つの悪性腫瘍を発現した患者の割合 % 

ACR20 とはアメリカリウマチ学会（ACR）が提唱している ACR コアセット 7 項目のうち，圧痛関節数

および腫脹関節痛が 2 項目とも 20%以上改善し，患者による疼痛評価，患者による疾患活動性全般の評

価，医師による疾患活動性全般の評価，患者による運動機能評価，急性期反応蛋白（赤沈または CRP）
の 5 項目中 3 項目で 20%以上の改善が認められた場合，ACR20 改善と定義される．ACR50，ACR70 は

上記数値が 50%，70%改善した場合に改善と定義される[17]． 
mTSS は modified Total Sharp Score の略であり，手足の単純 X 線写真を用いて関節リウマチ患者の関節

破壊を評価する方法である[18]． 

こうした作業を行う際，報告書等に記載されている数多くの好ましい効果や好ましくない

効果の中から，今回の意思決定に必要な内容を適切に選択することが重要である．しかし，

これは言うほど簡単なことではないかもしれない．フィールド・テストの際には，報告書

等のあちこちに記載されているこうした内容を整理し，その定義を明らかにする作業に，

相応の時間と労力が必要だったようである．また，属性の選択に際し，許容できる有害事

象は除外する，ベネフィット・リスク・バランスへの影響が小さいか無いものは除外する，

といった検討が行われた模様である． 

また，こうした検討を行う際，Effects Tree を作成しながら行うとよい（図 2-1）．参加者全

員に見える形でこうした図を表示し，必要な属性のリストアップや，不要な属性の削除，

相互に関連をもつ属性の整理等を行っていく． 



32 
 

図 2-1 qE で作成した Effects Tree 

Effects Tree は qE では Value Tree に該当する．

項目ラベルの位置を移動させるには，マウスを

ドラッグすればよい．ラベルのサイズ，コネク

タの形式等もオプションで変えられる．qE で

は重みを考慮した Effects Tree を作成すること

も可能であり，図の中で各項目の相対的な位置

づけを確認することができる． 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 属性ごとの価値関数を作る 

属性の選択が終わったら，すなわちどのような基準によって選択肢を評価するかが定まっ

たら，実際に得られた結果を参照して評価を行う．それぞれの基準において，個々の選択

肢がどれほど好ましいか，あるいは好ましくないかを評価していくわけだが，この作業に

は以下の 3 つの側面が含まれている． 

① 臨床試験の結果等，利用可能なデータを参照して，それぞれの属性についてどのような

値が得られたかを要約する．すなわち，データの整理という側面． 

② 個々の属性について，どのような範囲の値を参照するかを検討する．つまり，属性ごと

の価値関数の定義域を定めるという側面． 

③ 個々の属性について得られたデータが，臨床的にはどれほどの意義や重要性をもつのか，

という価値判断を行う．つまり属性ごとに価値関数の内容（属性の値と価値の大きさと

の対応関係）を定めるという側面． 

PrOACT-URL では，CONSEQUENCES と名付けられたステップで，この検討を行うのだが，

この呼び名には，実際に臨床試験等から得られた結果（consequences），そしてこうしたデ

ータが持つ臨床的意義や重要性（consequences）という意味がともに込められている．特に，

最初の 2 つの側面（①と②）については，検討結果を Effects Table と呼ばれる表にまとめる

手順になっている（表 2-2）． 
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表 2-2 Effects Table 

項目 項目の評価基準 最良値 最悪値 単位 プラセボ
薬剤 X 
200mg 

薬剤 X 
400mg 

好ましい効果（Favorable effects） 

ACR20 
24 週時点での ACR20
の達成患者の割合 

100 0 % 11.7 58.2 59.6 

ACR50 
24 週時点での ACR50
の達成患者の割合 

100 0 % 5.8 34.8 36.6 

ACR70 
24 週時点での ACR70
の達成患者の割合 

100 0 % 2.4 18.8 16.1 

mTSS 
52 週時点での手足の関

節障害の進行量の平均

値 
10 0 

変化量 
Score±SD

2.8±7.8 0.4±5.7 0.0±4.8 

好ましくない効果（Unfavorable effects） 

感染症 感染症発現患者の割合 70 80 /100 人年 72.13 79.88 76.62 

重 篤 有 害

事象 
筋骨格／結合組織障害

発現患者の割合 
25 60 /100 人年 57.05 28.39 25.88 

死亡 患者死亡の割合 0 3 % 0.15 0.42 0.97 

結核 結核に罹患した患者数 0 30 人 0 5 28 

悪性腫瘍 
最低 1 つの悪性腫瘍を

発現した患者の割合 
0 2 % 0.9 1.9 1.4 

この表の「最良値」及び「最悪値」の欄に，②の内容，すなわち価値関数の定義域に相当

する範囲を記載する．値の範囲を定める際，少なくとも実際の試験成績等から得られた値

がカバーできるように，やや広めに設定する必要がある．フィールド・テストにおいては

（薬剤Ｘの事例に関する内容ではないが），好ましい効果については実際に得られた値より

広めに 0 から 100%までと定めた一方，発現頻度が低い有害事象については広めといっても

0 から 20％程度に，さらに入院を要する重篤な有害事象については 1 人年あたり 0 から 5％

程度とかなり範囲を絞って設定した，と記載されている．また，実際に得られたデータか

らは範囲が必ずしも明らかではなかったので，それを明示的にする努力が必要であったと

も述べている．さらに，このような範囲を設定する理由として，この次の手順で項目間の

トレード・オフの関係を判断するため，意味がある限界値を与える必要があるから，と述

べている．1.3.3 でも述べたように，この最良値と最悪値（振れ幅）を参照しながら項目間

のトレード・オフの関係を検討し，属性ごとの重みを定めていくことになる． 

なお，参考までに qE で作成した Effects Table を表 2-3 に示した． 
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表 2-3 qE で作成した Effects Table 

 
qE では「Step1 シート」で Effects Table を作成する．EMA の報告書の表 3 では，Fixed Lower，Fixed Upper 
と表示されているが，qE では，Best（最良），Worst（最悪）と定義を変更しているため，mTSS，感染症以

下は大小を逆転させた入力が必要である． 

こうして①，及び②の側面が明らかになったら，次に③の側面，すなわち属性ごとの価値

関数を定める作業に移る．関連して，個々の選択肢が，その基準から見たときにどれほど

好ましいか，あるいは好ましくないかをスコアリングする作業（1.2.7 参照）もここで行う． 

EMA のフィールド・テストでは，ファシリテーターによって，それぞれのデータが示す臨

床的重要性に関する規制当局者たちの判断を引き出すための問いかけが行われた．その結

果，多くの項目について，直線の式で表される単純な価値関数が得られた．すなわち，値

が大きいほど好ましい属性については，値の増加とともに（最悪値から最良値へ）価値が

直線的に増加し（0 点から 100 点へ），また値が小さいほど好ましい属性については，値の

増加とともに（最良値から最悪値へ）価値が直線的に減少する（100 点から 0 点へ）ような

価値関数が得られた． 

ただし，例外もあった．薬剤Ｘに関して例として挙げられているのが悪性腫瘍の発生であ

る．悪性腫瘍の発生割合については，最良値が 0％，最悪値が 2％と設定され，この範囲内

で価値の大きさが検討されている．この発現割合が 0％から 2％まで増加するときに，発現

割合が 0％の場合の価値（100 点）から 0 点に直線的に減少するのだとすると，この直線の

式，すなわち価値関数は，悪性腫瘍の発現割合（単位%）を x ，また価値関数を  xsX で表

せば 

  100
2

2





x
xsX  

となる．したがって，例えば発現割合が 1％のときに価値が 50 点となるはずである．しか

し，EMA の報告書には，発現割合が 0.5％になると価値が半減して 50 点に，さらに 1％，2％

と発現割合が増加するにつれ価値の大きさが 20 点，5 点と減少する関係が示されている（図 

2-2 参照）．  
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図 2-2 悪性腫瘍の価値関数の一例 

報告書にはこの点について検討の経過は記

載されていないが，おそらく悪性腫瘍のよう

な重篤な有害事象については，その発現割合

の増加とともに，単に直線的に価値が減少す

るのではなく，もっと急速に（下に凸の曲

線・折れ線にそって）価値が減少すると判断

したのであろう． 

なお，こうした直線的でない，すなわち非線形な価値関数を qE を用いて設定する方法につ

いては qE のマニュアルを参照のこと． 

2.3.3 重み付け 

属性ごとの価値関数が定まったら，今後はそれらの重み，すなわち属性相互のトレード・

オフの関係を検討する．大ざっぱに言えば，ベネフィットとリスクとのバランスを評価す

ることになるのだが，実作業としては，ベネフィットを表す属性相互の，またリスクを表

す属性相互の相対的重要性も評価する． 

PrOACT-URL では，TRADE-OFFS というステップでこうした検討を行うことになっており，

フィールド・テストでは，swing weighting という方法により属性ごとの重み付けが検討され

た．1.3.3 で述べたように，属性ごとに，その値を最悪値から最良値まで振子のようにスイ

ングさせると，スコアとしては 0 点から 100 点まで価値の大きさが変化する．この差がど

れほどの大きさか（how large is the difference），またその差を，他の属性に関する同様な差

と比較したとき，あなたはどれほど重要だと思うか（how do you care about that difference）

といった質問を重ねながら検討が行われた．この質問の前半（how large is the difference）は

事実としてどの程度の差になっているか（あるいはどの程度の差に設定したか）にあらた

めて注意を促す問いであり，後半（how do you care about that difference）がその差に対する

臨床的な判断・評価を行うようにと促す問いである．  

薬剤Ｘの事例については，まず属性のグループごとに，重みを評価した．すなわち，同じ

グループの中で，その振幅が最も大きな臨床的重要性をもつと考えられる属性に重み 100

を与え，次に，異なるグループ間で，重み 100 の属性同士を比較した．こうした過程が以

下のように略述されている． 

・ 図 2-1 で示したように，ACR20，ACR50，ACR70 の 3 属性（いずれも，最悪値 0%～

最良値 100%）が 1 つのグループに含まれている．検討の結果，臨床試験で用いられた

主要評価項目は ACR20 であったが，臨床的に最も重要なのは ACR70 であると判断し，

これに重み 100 を与えた．相対的に評価して，ACR50 の重みは 70，また ACR20 の重

% 
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みは 40 と定めた． 

・ 次に，mTSS（score の変化量：最良値 0~最悪値 10）にいったん重み 100 を与え，その

重要性を ACR70 と比較した．その結果，両者の重要性は同等と判断し， mTSS の重み

を 100 のままとした． 

・ 以上の検討から，ACR20，ACR50，ACR70 という 3 属性の重みの合計が 210 となった．

これらは同じ評価変数を，分類だけ変えて 3 つの評価変数にしたものなので，臨床的

な重要性を過大に（重複して）評価しているのではないかという懸念があり，ファシ

リテーターが，これら全体で 210 という重みは，mTSS の重み 100 と比較して妥当かと

再確認を求めた．検討の結果，ACR の重要性が mTSS の約 2 倍というのは現実的であ

ると判断され，変数の定義を修正して重複を除いたり，ACR の重みの合計が小さくな

るよう見直すなどの変更は行わなかった．なお，この段階で好ましい効果に関する重

みの合計は 310 である． 

・ すべての好ましくない効果を 1 つのグループとしてまとめて評価したところ，死亡（最

良値 0 人～最悪値 30 人）が最も重要と判断し，その重みを 100 とした．また，この死

亡の重みを，それ以外の好ましくない効果に関する属性と対比較することにより，そ

れ以外の（好ましくない効果に関する）属性の重みを定めた． 

・ さらに，好ましくない効果に関する重みの合計を求め，一貫性をチェックした．例え

ば，3 種類の有害事象 A，B，C があって, これらの重みがそれぞれ 100，70，30 であ

ったとする．この場合，B と C の重要性（ただし最悪値から最良値まで swing させた場

合の）を合計すると A と等しくなる，ということである．例えば A が致死的な有害事

象でその重みが 100 だという場合，まったく致死的でない有害事象 B と C を 2 つ合計

したくらいで既に 100 というのは非現実的かもしれない．薬剤のリスクを表す好まし

くない効果については，あれもこれも重要だと重めに評価しがちなので，こうしたチ

ェックをしばしば繰り返し，その重みが本当に現実的かとファシリテーターが繰り返

し確認したことが伺える．こうした検討により重みを調整した結果，好ましくない効

果の重みの合計は 231 となった． 

・ 好ましい効果の中で最も重みが大きい ACR70（重み 100）と，好ましくない効果の中

で最も重みが大きい死亡（重み 100）とを比較した．この判断は難しいと誰もが感じた

が，最終的には死亡に対し ACR70 とほぼ同じ重み 101 を与えることで合意が得られた．

（注：EMA の報告書には ACR70 以外の重みの数値について詳細な記載はないため，

文中の記載内容や図から重みの数値を推定した．） 

・ 具体的な内容については記載がないが，さらに重みについて検討を重ね，好ましい効

果と好ましくない効果を共通の尺度で比較可能なことを確認したことが記されている．

例えば，好ましい効果の合計（310）と好ましくない効果の合計（231）との比較等も

行う場合が多いのではないかと考えられる．また， 1.3.3 で触れたクロスチェック等も，

この段階で行うと有意義ではないかと考えられる． 
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・ 以上から合計の重みは 541 となる．すべての属性の重みの合計が 1 になるように調整

すると，例えば ACR20 の調整後の重みは 40/541≈0.074 となる．こうして計算された重

みが，個々の属性の重みとして，今後の計算に用いられる． 

薬剤Ｘに関する重みを要約すると表 2-4 のようになる． 

表 2-4 重み付けの設定 

好ましい効果（Favorable effects） 好ましくない効果（Unfavorable effects） 
属性 重み 調整した重み 属性 重み 調整した重み 

ACR20 40 0.074 感染症 20 0.037 
ACR50 70 0.129 重篤有害事象 30 0.055 
ACR70 100 0.185 死亡 101 0.187 
mTSS 100 0.185 結核 30 0.055 
   悪性腫瘍 50 0.092 

合計 310 0.573  231 0.427 

また、qE を用いると，こうした重み付けを反映した Effects Table を作成できる（表 2-5）。 

表 2-5 重み付けの設定を反映した Effects Table 

 
qE では「Step2 シート」で重み付けを入力する．Calc hierarchy には全部で 5 通りの選択肢があり，下位属

性の重みを合計する”SUM”，下位属性の平均値を用いる”AVERAGE”，下位属性の各属性中，最大の重みを

用いる”MAX”，最小の重みを用いる”MIN”，下位属性の中で成績の存在するものから重みの大きいものを

採用する”PRIORITY”がある．選好の独立性が満たされる場合は Calc hierarchy を”SUM”と設定する． 表 2-4
の「調整した重み」が aj weight 列に表示されていることが分かる． 

2.3.4 結果の表示と解釈 

以上で属性ごとの価値関数と，その重みを定めることができた．属性ごとの価値関数に，

対応する重みを掛け，それらの和を取ることで多属性価値関数が構成できる．この関数に

各薬剤の属性の値，すなわちプロファイルを代入すると，薬剤ごとに，その価値の大きさ，

すなわちすべての属性にわたって足し合わせた価値の合計を求めることができる．EMA の

報告書に示されている値を qE に代入した場合の表示例（Effects Table）を表 2-6 に示した．

Options Name and Value と記された 3 列に代入した値が表示される． 
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表 2-6 値を代入した Effects Table 

 

qE では，「Step3 シート」に試験結果を入力する．Best，Worst で設定した数値と実際の成績が乖離してい

る（全ての成績が Best，Worst で設定した数値の 1/2 未満に含まれる）属性は紫で表示される． 

また， 図 2-3 に示した Added-value bars という積み上げ式の棒グラフに計算の結果を表示

することもできる．すべての属性が最も好ましい値である場合の価値の合計（Overall value）

は 100 であり，それが右端の Full value として示されている．下半分の白い棒が，好ましい

効果の重みの合計に相当し，また上半分の赤い棒が好ましくない効果の重みの合計に相当

する．例えば，好ましい効果を表す属性がすべて最悪値であった場合（すべて 0 点であっ

た場合）と比較して，これらの属性がすべて最良値であった場合にどれほど価値が増加す

るか，すなわち付加された価値（added value）の大きさを白い棒の高さが表している．同様

に，赤い棒の高さは，好ましくない効果を表す属性がすべて最悪値であった場合と比較し

て，これらがすべて最良値に変わった場合に付加される価値の大きさを示している．薬剤

ごとの棒グラフについても同様であり，すべての属性が最悪値であった場合と比較して，

その薬剤を用いることで付加される価値の大きさが棒グラフの高さとして表現されている． 

プラセボ，薬剤 X 200 mg，薬剤 X 400 mg における価値の合計はそれぞれ 44 点, 56 点, 51 点

であり，内訳をみると，好ましい効果に関する価値は 15 点，30 点，31 点，また好ましく

ない効果に関する価値は 29 点，26 点，20 点であった．好ましくない効果については，薬

剤 X 200 mg，薬剤 X 400 mg いずれもプラセボよりも価値が 3～9 点小さいものの，好まし

い効果については逆に価値が 15～16 点大きく，合計で見ると，薬剤 X 200 mg，薬剤 X 400 mg

いずれも MTX より価値が大きいという結果である．薬剤 X 200 mg と薬剤 X 400 mg を比較

すると，薬剤 X 200 mg の方が，好ましい効果は 1 点小さいものの，好ましくない効果が 6

点大きく，合計すると薬剤 X 200 mg の方が価値が大きいことがわかる． 
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図 2-3 薬剤 X に対する
Added-value bars 

Step3 シートに結果を入力すると，

Value_bars シートに価値の合計が， 
Added-value bars（以下，「Value Bar」）と

して表示される．計算された合計の値

（44，56，51）が EMA の報告書（44，
55，50）より大きくなっている．これは，

感染症，重篤有害事象の Lower -Upper 
が 70-80，25-60 であるが，EMA の報告

書では 0-80，0-60 で処理されているた

めと思われる． 
なお「表示レベル」を変更することで，

項目毎の価値の構成を Value Bar（図 
2-4）として表示できる． 

同様な棒グラフを，個々の属性に分解して表示したものを図 2-4 に示した．好ましい効果

に関しては，いずれの属性についてもプラセボと比較して薬剤 X 200 mg，薬剤 X 400 mg の

価値が大きいことがわかる．また，好ましくない効果に関して，薬剤 X 200 mg の方が薬剤

X 400 mg よりも価値が大きくなっているのは，死亡や結核であることがわかる． 

 

図 2-4 選択肢毎の各項目の価値の構成 

右端の「Full Value」は，各項目の重み＝最大値を表す．重みを「100」とした ACR70，mTSS は「18」である．また，

Full value から，ACR の重み合計（7+13+18=38）が死亡（19）の 2 倍になっている． 

 

なお，こうした対比較を行う際には，図 2-5 に示した Difference display が見やすい．この図

では，属性ごとに，薬剤 X 200 mg の価値から薬剤 X 400 mg の価値を引いた値を棒グラフ
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として表示している．グラフの右側（＋方向）に棒がのびた属性については薬剤 X 200 mg

の方が価値が大きく，逆に左側（－方向）に棒がのびた属性については薬剤 X 400 mg の方

が価値が大きい．好ましい効果については，多くの属性で，薬剤 X 400 mg の方が僅かだが

価値が大きいことがわかる．また，好ましくない効果については，やはり死亡と結核につ

いて薬剤 X 200 mg の方が価値が大きいことが確認できる． 

 

 

図 2-5 薬剤 X 200mg と薬剤 X 400mg の差（Difference display） 

 

2.3.5 感度分析 

EMA の報告書には，フィールド・テストにおいて個々のケースで具体的にどのような感度

分析が行われたかは記載されていない．しかし，概ね以下のような検討を行っていたこと

が伺える． 

① 好ましい効果と好ましくない効果の重みを相対的に変化させる．例えば，全体の中で，

好ましい効果に関する重みの占める割合が 60%だとしたら，これを 0%から 100%の範

囲で様々に変化させ，薬剤ごとの価値の大きさや，薬剤相互の価値の大小関係がどの

ように変化するかを調べる．ただし，個々の属性の重みについては，好ましい効果，

あるいは好ましくない効果という属性のグループ内部での重みの比を保った状態で，

すなわち比例的に重みを変化させる． 
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② ある属性の重みを（それ以外の属性の重みの合計に対し）相対的に変化させる．例え

ば，全体の中で，注目する属性の重みが占める割合が 10%だとしたら，これを 0％から

100％の範囲で変化させ，それに伴う薬剤ごとの価値の大きさや，薬剤相互の価値の大

小関係の変化を調べる．ただし，それ以外の属性については，「それ以外の属性」とい

うグループ内部での重みの比を保った状態で，すなわち比例的に重みを変化させる． 

③ 重要な属性については，平均値だけでなく信頼区間も参照し，最も楽観的な値や最も

悲観的な値を代入する．ある属性について，信頼区間が広い場合，真の値について不

確かさが残るということであり，これは結果的に，その薬剤が将来示すはずの効果が

不確かだということに他ならない．こうした検討により，楽観的なあるいは悲観的な，

将来のシナリオに対する見通しを得ることができる．また，フィールド・テストの際

に行われたわけではないが，こうした検討には，シミュレーション（probabilistic 

simulation）を用いることが有用であろうと指摘している． 

④ 2，3 のケースについては，ある属性について重みと値の両方を変化させた．これも将

来起こるかもしれないシナリオを探るうえで有意義であり，例えば，臨床的重要性に

関する判断が変わったらどうなるか（重みの変化に相当），また別の試験や調査により

異なる結果が得られたらどうなるか（値の変化に相当），いま手元にあるモデルの頑健

性を調べることができる．例えば，「もし～だったとしたら（what-if）」分析を行ったケ

ースもあった．これは，あたらしい情報や見通しが得られた場合に，好ましい効果と

好ましくない効果のバランスがどのように変化するかを探る試みである．いくつかの

シナリオを考え，それに対応する（複数の）属性の重みや値の組み合わせを用いて影

響を調べた． 

⑤ いくつかのケースでは，非線形な（そのグラフが直線ではない）価値関数をもつ属性

について，価値関数を変更したり，あるいはその重みを変える等の感度分析を行った．

このような属性については，その値の大きさが，そのまま（比例的に）価値の大きさ

を反映しているわけではない．薬剤 X の例では，悪性腫瘍の発生が非線形な価値関数

を持つ属性であった．こうした属性は，特に意思決定者のリスクに対する態度（risk 

attitude），すなわちどの程度のリスクなら許容できるか（できないか）といった価値判

断を反映している場合が少なくない．このため，意思決定者の立場が変わると，価値

関数や重みが変化するかもしれない．もちろん，非線形な関数のみに注目すればよい

ということではないが，こうした検討を通じ，異なる立場における価値判断を比較検

討できる場合がある． 

⑥ 1 ケースのみであったが，あらかじめ「潜在的に存在するかもしれない重篤な有害事象」

という属性（実際にはそのような事象は観察されていなかったが）を含めたモデルで
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検討を行った．感度分析の段階では，この基準の重みを 0 にして結果がどのように変

化するかを調べた． 

以下では，まず①に相当する感度分析の結果を見てみよう．前節までのところでは，好ま

しくない効果に関する重みが占める割合は約 43%であった．これを 0%から 100%まで変化

させたときに，薬剤ごとの価値の大きさがどのように変化するかを qE を用いて調べた結果

を図 2-6 に示した．好ましくない効果の重みが増すほど，安全性に関して問題が少なかっ

た，すなわち好ましくない効果に関する価値が相対的に他より大きかったプラセボの価値

が増加していくことがわかる．また，好ましくない効果に関する重みの割合が約 7％から

77％までという比較的広い範囲にわたって，薬剤 X 200 mg の価値が他と比較して最も大き

いことが確認できる． 

 

 

図 2-6 Unfavourable effects の重みについての感度分析 

次に，②に相当する感度分析の結果を図 2-7 に示した．これは 1 つの属性の重みを変化さ

せながら（それ以外の属性については相互の比を保ちつつ，つまり比例的に重みを変化さ

せ），薬剤 X 200 mg が最も価値が大きいという順序関係が変わらない範囲を示したグラフ

である． 

例えば ACR20 については，約 7％の重みが設定されているが，これを約 79％に増加させる

と（他の重みを比例的に減少させると）薬剤 X 400 mg の価値の方が大きくなる．ACR20 に

ついては，薬剤 X 200 mg と比較して薬剤 X 400 mg の方が僅かに（約 1％）優れているだけ

なので，この属性のみによって価値の順序を逆転させようとすると，この属性に過大な（79%
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もの）重みを与えなければならないことになる．したがって，この属性については，現実

的な範囲で重みを変えても結論は変わらない，と判断するのが妥当であろう． 

一方，感染症に注目すると，約 4％の重みが設定されている．これを約 16％に増加させる

と，プラセボの方が価値が大きくなる．こうした結果を解釈する際に要求されるのは，は

たしてこの属性に 16％という重みを設定することが妥当か，という判断である．あまりに

過大だと感じられるようであれば，少なくともこの属性の重みを（妥当な範囲内で）変化

させても結論は変わらない，と考えられる．しかし，例えば，ある患者集団がこうした判

断を行うことを想定すると，16％どころか 20％の重みを与えることも考えられる，という

ことであれば，十分に頑健な結果とは言えないことになる． 

また，EMA の報告書によると，架空の事例と言いながら「1 人の参加者」の懸念として，

以下のようなことが述べられている．この参加者は，結核症例が主にある好発地域から報

告されていたため，結核の重みを減らすべきだと考えていた．しかし，結核の重みを減ら

すことで，薬剤 X 400 mg の価値の方が大きくなるのは，重みをほぼ 0％にした場合である

ことが，こうした検討からわかる．これは，事実上この属性を考慮しないことに等しく，

他の参加者たちには受け入れがたかった．なお，図 2-7 のとおり，qE では結核の重みを 0

にしても価値の順位が変動しない結果となっており，EMA の報告書とは異なる． 

 

図 2-7 薬剤 X 200mg についての感度分析 

全ての評価項目個々の重みを変化させて薬剤 X 200mg の Overall value の順位が変化しない限界点（重み限

界）を示している．「－交点プラセボ」は赤色のバーを超える重みの場合にプラセボの方が価値が大きくな

る限界点，「－交点薬剤 X400mg」は緑色のバーを超える重みの場合にプラセボの方が価値が大きくなる限

界点を示している． 

さて，③から⑥の検討については薬剤 X の数値例は示されていない．シナリオ分析（scenario 
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analyses）という総称のもとで，実際の薬剤に関する事例も交え，簡単に紹介されているば

かりである．具体的にどのような検討が行われたのか，多少なりともイメージしやすいか

もしれないので，実際の薬剤（あるオーファン・ドラッグ）に関するシナリオ分析の例を 1

つだけ紹介しておこう． 

[あるオーファン・ドラッグの事例] 

・ プラセボとの価値の差は明確で，他のどの事例よりもスコアの差が大きいほどであっ

た．しかし，利用可能なデータは，少数例の試験が 1 つのみで，本当にそれだけの差

が見込まれるのか疑問が残った． 

・ そこで，悲観的な将来を想定したシナリオを検討した．すわなち，好ましい効果につ

いてはすべて 95％信頼区間の下限値（より好ましくない値）を，また好ましくない効

果のうち，特に懸念があった感染症については上限値（やはり，より好ましくない値）

を価値関数に代入した． 

・ その結果，プラセボとの差は 5 ポイントにまで減少したが，重みを変更しても概ね価

値の大小が逆転することはなかった．唯一の例外が，その感染症に関する重みを変化

させた場合で，重みを少し（5%未満）大きくすることで、プラセボ優位に傾いた． 

最終的に，このオーファン・ドラッグの事例を前にした参加者たちがどのような判断を下

したかまでは記されていない．同様に，薬剤 X の用量に対する最終判断についても，EMA

の報告書には記載されていない． 
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3 実用的な，また理論的な観点からの補足 

多基準決定分析に関して，その理論の概略と EMA の事例を紹介した．両者を見比べてみる

と，その内容には並行関係があるものの，重点の置き方や検討内容の深さ・幅などに，や

や違いがあると感じたかもしれない．理論的にはこのようなことが言われている，しかし

実際の運用はやや違うのではないかと．この点について，簡単に補足しておきたい． 

まず，既に指摘してきたように，意思決定にこうした数学モデルを用いるのは，何も数学

モデルによって答えを導くためではなかった．意思決定に役立つような，そこそこ良い

（just-good-enough な）モデルを作るための方法として，こうした理論が参照されている．

すなわち，こうした数学モデルは「その意思決定において重要なすべての洞察力を得るの

に十分な良さをもったモデル」でありさえすればよいのである[19]．このため，理論的に厳

密であることよりも，むしろ運用が容易であること等の実用性が重視されている．こうし

た実践的な，また経験的な観点から，こうした手順が次第に整えられ，また実際に多く用

いられてきたという経緯は確かにあるようである[19]． 

また，こうした検討が Decision Conference という形態で行われ，その進行が「グループで行

う一連の作業について，さらに決定分析について専門的な知識と経験を有するファシリテ

ーター」の手に委ねられている点も重要である．つまり，このような専門家に導かれなが

ら会議を行うことで，無駄な検討に時間を費やすことを避け，また重要な検討を見落とし

なく行うことができる．また，理論的な観点も考慮して，不適切な点があれば軌道修正を

行うこともできる．こうした会議において，直接意思決定にかかわるわけではないものの，

それを見守り，円滑な進行を促し，常に中立的で公平な雰囲気を醸成しようと努めるファ

シリテーターの存在は，実務的な観点からも重要である．しかし，ただそれだけではなく，

こうした方法を理論的にも妥当な形で運用する上でも重要なのではないだろうか． 

例えば，理論的な観点からは，検討の対象となる複数の属性が選好の上で独立であること

を確認することが重要であった．しかし，フィールド・テストに関する報告を読んでも，

特にこの点について時間をかけて検討した形跡は見あたらない．既に，1.3.1 でも述べたよ

うに，PrOACT-URL の原型を与えた「Smart Choices」という本では，数学的な定義に基づい

て選好の独立性を確認することよりも，その意思決定にとって本質的な  fundamental 

objective を選ぶことを重視していた．実際，こうした検討が十分に行われていれば，この点

について過度に神経質になる必要はなさそうである．こうした検討の場で，ファシリテー

ターがどのように状況判断を行っているかまでは不明だが，特にこの点に注意を払う必要

があれば，参加者に定義を確認したり，再検討を促すことができる． 

また，本報告書の中で特に大きく取り上げなかった論点として不確かさ（uncertainty）をめ
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ぐる議論がある．決定分析において不確かさ（uncertainty）とは，将来起こる可能性がある

帰結（consequence）に関する不確かさ，現時点における見通しの不確実さ，を主に意味し

ている．したがって，統計的な意味でのばらつき（variability）とは異なる概念である．と

は言え，統計的な意味でのばらつきが大きい場合は，真の値が高い精度ではわからないと

いうことなので，その薬剤が今後示すと考えられる効果について不確かさが残る．したが

って，統計的な意味でのばらつきがあまりに大きければ，結果的に，不確かさがある状況

だとも考えられるのである． 

決定分析においては，不確かさがある場合とない場合とでは，用いる数学モデルにも違い

がある．1.1 で紹介した教科書等に記載されているストーリーをごく大雑把に要約すると以

下のようになる． 

・ 不確かさがない状況下（under certainty）では，価値関数を用いて意思決定者の選好を

表現することができる．どのような問いや検討を通じて価値関数を構成していくかに

ついては，本報告書でも概略を示した通りである． 

・ 一方，不確かさがある状況下（under uncertainty）では，価値関数を用いただけでは，

意思決定者の選好を十分に表現できないかもしれない．典型例として示されるのがく

じ引き（lottery）である．くじ引きというのは当り・外れ等の帰結のいずれが実現する

かが不確かであり，しかも，当り・外れの確率が既知の場合であっても，人によって

どのようなくじ引きを好ましく思うかは判断が分かれる． 

・ 例えば，多少，確率が低くても当りの金額が大きいことを重視する人もいれば，当り

の金額は低くても，とにかく損をしないことを重視する人もいる．こうした不確かさ

がある状況下における，人々の選好を表す概念としてリスク態度（risk attitude）という

ものが定義される． 

・ 結論のみ述べると，不確かさがある状況下における意思決定者の選好は，価値とリス

ク態度をともに考慮することによって適切に表現することができる．この価値とリス

ク態度を総合した概念を効用と呼び，これを表すのが効用関数である． 

・ 不確かさがない状況下における意思決定者の選好を表す価値関数と，不確かさがある

状況下におけるそれを表す効用関数との間には一定の関係がある．両者を結び付ける

鍵となる概念がリスク態度であり，リスク態度がある条件を満たすとき，価値関数と

効用関数は一致する（戦略上同等である）ことが知られている． 

このような理論的な背景を念頭におくと，PrOACT-URL という手順の中に，Uncertainty と

いう要素に加え，Risk tolerance という要素が含まれている意義が理解しやすいかもしれな
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い．というのは，この手順の中で，意思決定者は，自らのリスク態度について検討する必

要があるからである．したがって，例えば Decision Conference の過程で，ファシリテーター

は，意思決定者たちのリスク態度を確認しながら必要に応じて軌道修正を行ったり，あら

たに感度分析を追加することもできるわけである． 

ところで，前節でも紹介した「Smart Choices」という本について，後に著者の 1 人が以下の

ように述べている． 

多くの意思決定において，価値関数と効用関数が同一であると仮定することは理にか

なっている．… 個人が，自分たち自身の決定について分析することを手助けするため

に書かれたある本のなかでも，価値関数と効用関数が同一であるという仮定を置いて

いた[19]． 

この「ある本」が「Smart Choices」のことであり，この本をベースとした EMA の PrOACT-URL

においても，基本的にはこうした前提が置かれているのではないかと考えられる． 

なお，EMA の報告書の中に，実際に審査に携わる審査官たちのリスク態度について調査を

行った結果を要約したものがある[20]．9 つの規制当局から計 80 名の審査官が参加し，以下

の 3 つの調査が行われた． 

・ Domain Specific Risk Taking（DOSPERT）スケールを用いた調査 

日常生活における審査官たちの一般的な意味でのリスク態度を 5 つのドメイン（社会，

金銭，健康/安全，娯楽，倫理）について調査した．この調査には質問票が用いられ，

そこには例えば「1 日分の収入を競馬に費やすこと」，「結婚した男性もしくは女性と浮

気をすること」といった項目が列挙されている．項目ごとに，実際にこの行動を取る

ことがあるかという行動（risk taking）に関する問いと，その行動にどれくらいリスク

があると考えているかという認識（risk perception）に関する問いがセットで用意されて

おり，個々の問いに対し 7 段階の答えの中から 1 つを選んだ． 

・ 28 種類の医療用製品に対する評価 

審査官は 28 種類の医療用製品を列挙したリストを見ながら， 4 つの側面（ベネフィッ

ト，リスク，曝露された場合の害の重篤さ，曝露された場合の潜在的な害に関する知

識）について 7 段階で評価した．ただし，28 種類の医療用製品に関する詳細な情報は

なく，単に「AIDS に対する製品」等の一般的な情報のみがリストに示されていた． 

・ モック申請資料（mock “Dossier”）に対する評価 

審査官は，仮想的な製品の申請資料をレビューした．こうした申請資料は 3 種類用意

されており，審査官の専門領域に応じていずれかが用いられた．その製品に対し，8 つ
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の側面（リスク，ベネフィット，予測される曝露集団の大きさ，懸念・不安の程度，

製品の危険性に対する科学的知識の適切さ，製品の危険性の目新しさ，倫理上のジレ

ンマの程度，製品の危険性に対する許容度）について，7 段階の評価を行った． 

同じ審査官がこれら 3 つの調査に参加したので，例えば日常生活におけるリスク態度と，

モック申請資料に対する評価との関連性等についても検討されている．80 名に対して行わ

れた調査なので，直ちに一般化することはできないが，その結論として以下のようなこと

が指摘されている． 

・ 調査対象とした審査官たちについては，よりリスクが高いと認識している行動ほど，

実際にそれを実行することを避ける傾向があるという意味で，知覚リスク回避的

（perceived risk averse）であった．審査官たちのリスク耐性は，製品の潜在的な害に対

する懸念・不安等の感情的な要因によって予測することができる．しかも，懸念・不

安の程度，予測される曝露集団の大きさ，倫理上のジレンマの程度等が大きいほど，（客

観的なデータとは無関係に）製品を否定的に評価したり，製品が及ぼすベネフィット

を小さく評価する等の関連が見られた．さらに，製品によっては，そのリスクを大き

いと判断する傾向が，審査経験が長いほど，また男性ほど高い等の関連が見られた． 

・ 以上の結果から，PrOACT-URL の”R”のステップ，すなわち Risk tolerance（リスク許容）

が重要だと考えられた．審査官自身がこうした個人的なリスク態度に無自覚な場合，

透明性のある，そして一貫性のある意思決定が損なわれる懸念がある．このステップ

を経ることで，審査官が自分自身の，また他の審査官のリスク態度を理解すること，

また安易に感情に流されることなく，量的なデータを用いた決定を支持するよう努め

ることが重要である． 

また，このような結果を受け，量的な側面に公平に目を向けることの重要性があらためて

指摘され，これまで述べてきたような数学モデルを用いた定量的方法のある側面，すなわ

ち自らの主観的な判断とこうしたデータが示す価値とのすり合わせを行うことの意義が述

べられている． 

なお，この Risk tolerance について，この EMA の報告書は，その重要性にも関わらず，ベネ

フィット・リスクについてモデリングを行う領域では，何ら研究が行われないままなおざ

りにされてきた，とも指摘している[20]．したがって，特にベネフィット・リスク評価とい

う領域において，不確かさがある状況下での「リスク態度」に相当する要素を，どのよう

に考慮するか，ということは，いまだ研究の途上にあるというのが実情かもしれない．経

営戦略や政策決定といった領域で広範な経験を蓄積してきた決定分析ではあるが，医療用

製品のベネフィット・リスク評価におけるその活用は，まだ始まったばかりである．今後

の研究に期待しつつ，本報告書をいったん終えることにしよう． 
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4 さいごに 

本報告書では，ベネフィット・リスク評価に有用であろうと考えられている定量的方法の

うち，特に多基準決定分析と呼ばれる方法を紹介した．実際に得られたデータを価値判断

と結びつけるという観点からは，既に長い研究実績をもつ決定理論に基づく方法を参照す

ると，いわゆる定量的方法を適切に用いるためには具体的にどのような検討が必要か，ま

たこうした方法が立脚すべき理論的な基礎がどこにあるのか，比較的アプローチが容易で

あると考えられた．このため，これまであまりなじみがない読者も多いであろうことを想

定し，決定理論の基礎的な概念を紹介した． 

価値関数や効用関数の概念に初めて触れると，価値判断の意外な複雑さにあらためて気付

くとともに，それをわざわざ関数として表現・記述することを躊躇したり，煩わしく感じ

たりする．しかし逆に言えば，こうした厄介な検討を経ることで，実際に得られたデータ

を価値や効用と結び付けることができ，単なるデータの要約や表示からは気がつかないか

もしれない，判断の矛盾や不整合に目を向けるきっかけが得られる可能性がある． 

現時点では，本来，質的・定性的に行うほかないベネフィット・リスク評価において，こ

うした「定量的方法」が果たすべき役割がどのようなものなのか，明らかとは言い難い状

況のように思える．実際に得られたデータ（属性の値）と，それに基づく価値判断とが取

り結ぶべき関係について，わたしたちの探索はまだ始まったばかりなのかもしれない．今

後，ベネフィット・リスク評価における多基準決定分析の適切な応用については，多様な

意思決定者の立場をよく考慮して産官学で協調して取り組む必要があると考える．今後，

既存の方法の問題点を克服し，さらなる可能性を開示する研究や試みが登場することを願

ってやまない． 
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