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＜感度・特異度・ベイズ統計—PCR で陽性と出たときの感染率は？＞ 
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雑誌「Newton 2020 年 9 月号 ベイズ統計超入門」に「感度 99％の感染検査で“陽性”と判

定。ほんとうに感染しているといえるのか？」という次の記事が載っていました。 

「今、人口 10 万人あたり 100 人の感染者がいる感染症を考えます（感染率 0.1％） 

感染検査には不確実さがつきまといます。 

 実際には感染していない 100 人の非感染者がこの検査を受けると 97 人が正し 

く陰性と判定されますが（真陰性）、3 人は誤って陽性と判定されます（偽陽性）。 

これを特異度 97％といいます。 

 感染している 100 人の感染者がこの検査を受けると、99 人が正しく陽性と判定されますが 

（真陽性）、1 人は誤って陰性と判定されます（偽陰性）。これを感度 99％といいます」。 

 あなたが、この検査を受けたところ、「陽性」と判定されました。このときあなたが実際に感染し

ている確率はどれくらいでしょうか？」 

普通、感度９９％で陽性と出たら、ほとんどの人が、自分は確実に感染していると思うのでは？ 

その時、感染している確率どのくらいだと思っているのでしょう？おそらく感度 99％にひっぱられ

て、90％以上と思って「青く」なっているのでは？ それでは、実際に「ベイズ統計」を使って計算し

てみましょう。 

 

§１．東京都のコロナ感染と Newton 例が偶然に一致 

2020 年 8 月 7 日、東京都のコロナ感染者がＰＣＲ検査で 1 万４000 人になりました。東京都の

人口が 1,400 万人として、人口 10 万人に対して 100 人の感染者（感染率 0.1%）となります。これ

は Newton と同じ感染率です。あなたが PCR 検査で陽性となったときの感染率を計算してみまし

ょう。感度と特異度の数値は Newton の例に従います。 

10 万人あたり 100 人のコロナ感染者がいる地区では感度 99%、特異度 97%の PCR 検査を受け

ると真陽性と判定される人は感染者 100 人のうち 99 人、陽性なのに陰性と判定される偽陰性が  

1 人。真陰性と判定される人は、非感染者（10 万人－100 人＝9 万 9,900 人）の 97%＝96,030

人、うち、陰性なのに陽性と判定される偽陽性は、9 万 9,900 人の 3%＝2,997 人   

したがって、陽性と判定される人は   99 + 2,997＝3,096 人、 

そのうち実際に感染しているのは真陽性の 99 人。求める確率は   

99／3096＝0.03198＝3.2%。 

すなわち、実際に感染している確率は 3.2％でした。（Newton 2020、9 月号） 

※ボクのつぶやき：東京都では人口 10 万人に 100 人だった頃、ボクの静岡の小さな 3.7 万人の町では感染者  

ゼロ。この町では計算不可能ということになるなー。 

 

 



§２．感染率を「ベイズの定理」を使って計算してみましょう。 

確率：原因（感染）がもたらす結果（陽性）を予測します。  

ベイズ統計：結果（陽性）から原因（感染）を推定します（逆確率）。 

ベイズの定理：「事前確率」から「事後確率」を推定する定理です。  

 

＜条件付き確率＞ 

「原因 A がおきたときに結果 B がおきる確率」を p(B|A)と表します。 

 

＜ベイズの定理では＞ 

事前確率は p(陽性｜感染）、事後確率は p(感染｜陽性）と表します。 

すなわち陽性から感染の有無を推定します。 

 

 

 

 

＜事後確率の求め方＞ 

 

 

感染確率（事後確率）は 3.2％でした。でも、これには大きな落とし穴があります。それは後半で。 

 

§３．エクセルで事後確率を求める式を作成してみましょう。 

黄色のセルに数値をいれるだけで、事後確率を求めることができます。 

p(感染) x p(陽性|感染)
p(陽性)

ベイズの定理
　　　p(陽性) は未知数

p(感染|陽性）＝

p(感染) x p(陽性|感染)＋p(非感染) x  p(陽性|非感染)
p(感染) x p(陽性|感染)



 

 

事後確率計算-エクセル解法 

 

ベイズ統計は事前確率を更新することで、事後確率の精度を高めることができます。それが特徴で

もあります。 

 

§４．再検査での事後確率—ベイズ更新— 

あなたはこの検査で陽性と判断されましたが、感染している確率は 3.2%でした。そこで再検査を受

けることになりました。1 回目の検査で陽性と判定された人は 3,096 人で、実際に感染している人は

99 人でした。この 99 人は感度 99%の PCR 検査では 98 人が陽性と判定されます（真陽性）＝   

感度。一方、3,096 人のうち、非感染者は 3096-99＝2997 人でした。   

この 2,997 人の非感染者が再検査を受けると、特異度 97%の PCR 検査では、その 3%にあたる 

90 人が誤って陽性と判断されます （偽陽性）＝（１－特異度）。    

2 回目の検査で再び陽性と判定される人の合計は 98 人＋90 人＝188 人です。  

2 回目に陽性判定を受けた人が、実際に感染している確率は 98/188=0.524 となります。 

1 回目の 3.2％からいっきに 52.4％に跳ね上がります。     

このように事前確率を 0.1%から 3.2%に変えて、ベイズの定理を使用することで事後確率の値が高く

なります。（Newton 2020.9 月号） 

    

1 A B C
2 人口 感染者数 非感染者数
3 100000 100 99900

4 感染確率 0.001 ＝事前確率

5 非感染確率 0.999
6 感度 99 ％
7 特異度 97 ％

8 陽性者率 0.99 p(陽性|感染）   ＝感度

9 偽陽性者率 0.03 p(陽性|非感染）＝１－特異度

10 事後確率 0.032

手順
1 3行A列に対象人口10000、B列に感染者数100を手入力

2 3行C列に非感染者数99900算出 [=A3-B3]

3 4行B列に感染確率0.001算出 [=B3/A3]
4 5行B列に非感染者数0.999算出 [=C3/A3]
5 6行B列に感度99を手入力

6 7行B列に特異度97を手入力

7 8行B列に陽性者率0.99算出 [=B6/100]

8 9行B列に偽陽性者率0.03算出 [=1-B7/100]

9 10行B列に事後確率0.032算出 [=(B4*B8)/((B4*B8)+(B5*B9))

人口 感染者数 非感染者数
3096 99 2997

感染確率 0.032 ＝事前確率
非感染確率 0.968
感度 99 ％
特異度 97 ％
陽性率 0.99 p(陽性|感染）   ＝感度
偽陽性率 0.03 p(陽性|非感染）＝１－特異度
事後確率 0.522

 

感度 １ー特異度

（真陽性） （偽陽性）

１－感度 特異度

（偽陰性） （真陰性））



    

§５．感染率 3.2％という低い値は特異度 97％のせい？ 

特異度 97％という数値は、感度 99%とそんなに違いはないような気がします。 

実際にエクセル解析表で特異度 97 を 99 にした場合事後確率は 0.09 となります。 

それでは、なんで感染率がこんなに低い値が出たのでしょう。 

感染確率（事前確率）は真陽性と陽性の割合でした。 

 

陽性は真陽性+偽陽性です。 99+2997＝3096 

特異度 97％で、人口 10 万人中、非感染者が 9 万 9900 人だと、偽陽性者数は、 

（1-特異度） ｘ 99900＝（1-0.97） ｘ 99900＝2997 人になります。 

分母の陽性者が多くなれば、感染確率は低くなります。 

※ボクのつぶやき：そもそも偽陽性数が真陽性数より、はるかに大きいというのは変なきがする。 

それは、検査キットの精度を知る感覚で感度と特異度をみているからだと思う。 

 

§６．感度と特異度は検査や診断の正確度を示す指標 

まず、言葉の定義を確認しておきましょう。 

感度（sensitivity)：病気であることを検査が正しく陽性と判定する確率：対象は病人 

特異度（specificity)：病気でないことを検査が正しく陰性と判定する確率：対象は健康人 

偽陽性（false positive)：病気でないのに検査が陽性となる確率：対象は健康人 

偽陰性(false negative)：病気なのに検査が陰性となる確率：対象は病人 

 

＜検査側＞ 検査が疾患をどれくらい正しく計測できるかを知りたい。 

検査は，感度と特異度がそれぞれ１００％に近いほど信頼性が高い。 

すなわち，偽陽性と偽陰性がそれぞれ０％に近いほど信頼性が高い。 

感度や特異度は，病気に罹っているかどうかを知りたい患者側ではなく，あくまでも検査側の指標。 

 

<患者側＞  検査が疾患をどれくらい正しく予測できるかを知りたい。 

検査結果で陽性の患者が病気である割合はどれくらいか？ 

言い換えると，検査で陽性となった場合，どのくらいの確率で罹患しているのかを知りたい。 

あるいは，陰性になった場合，どのくらいの確率で罹患していないのかを知りたい。 

しかし，感度と特異度はこの情報を提供しません。 

あくまでも，検査の正確さの指標であって，疾病の確率には依存しません。    

それを提供してくれるのが陽性予測率と陰性予測率です。 



 

 

 

§７．感染確率（事前確率）の落とし穴 

あなたの感染率が 3.2％に少なからず驚いたことと思います。もっと高いと思っていたのでは？ 

ただ、ここで大きな落とし穴があります。気が付かれましたか？ 

   「あなた」はどなたでしょう？  

都民の中からランダムに選ばれた健康人ですか？ それとも発熱して病院を訪れた外来受診者で

すか？ 前者であれば、3.2％は正しい感染率です。後者であれば人口に都民の 1,400 万を使っ

て 10 万人あたり 100 人の事前確率を使うことは間違いですね。事前確率に使う「人口」という母集

団により感染率は異なります。もしあなたが、発熱外来を訪れた患者であれば、「人口」に来院した

発熱患者の母集団が必要となります。先ほどの再検査で 3.2%が 52.4%に跳ね上がったのも対象と

する「人口」設定が 10 万人から一挙に 3096 人に変わったことによります。感染者数は 100 人が 99

人とほぼ同数です。事前確率を出すときの抽出先の母集団に要注意です。 

 

今回は感度と特異度が既知で、事前確率もわかっていることが前提で事後確率を求めることが 

できましたが臨床試験ではそのようなケースばかりではありません。そのような場合の解析法は 

次回にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 無 計
感度　 偽陽性 全陽性

a c a + c
偽陰性 特異度 全陰性

b d b + d

有病者 無病者 総数
a + b c + d a;b+c+d

陽性

陰性
検査

疾患

計


