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小標本における選抜効果を補正する相関係数の推定について 

―最尤推定法とベイズ推定法のシミュレーションによる比較― 

 

岡田 謙介 1，繁桝 算男 2 

 

1専修大学， 2帝京大学 

 

入試得点と入学後の成績との間で相関を計算すると，予想したよりも小さい値が算出されることが多い．これは入学

しなかった標本において後者が欠測となるために生じる現象であり，選抜効果と呼ばれる．選抜効果の影響を除いて真

の相関係数を推定する方法には最尤推定法とベイズ推定法が提案されているが，その小標本における挙動はこれまで十

分検討されていない．そこで本研究では，小標本下において真の標本数・真の相関係数・欠測標本の割合を操作し，両

手法を比較する数値実験を行った．結果の概要は以下の 3 点である． (1) 標本数が十分大きければ，どちらの手法を

用いても適切な推定ができた (2) 推定値の期待値が真値に近いかどうかという観点からは，ベイズ推定がより推奨され

る傾向にあった (3) 推定値と真値の二乗誤差の観点からは，最尤推定がより推奨される傾向にあった．本研究で用いた

推定のためのRコードはAppendixに掲載されている． 
キーワード：選抜効果，相関係数，最尤推定，ベイズ推定，小標本 

Estimation of Correlation Coefficient to Correct Selection Bias 

 in Small Samples 

 ― Comparison of Maximum Likelihood and Bayesian Estimation ― 

 

Kensuke Okada1 Kazuo Shigemasu2 
1Senshu University, 2Teikyo University 

 

When one calculates the correlation between entrance examination score and GPA score, in most cases the 
estimated correlation coefficient is smaller than expected; this problem is commonly known as selection bias. To 
estimate the true correlation coefficient under selection, maximum likelihood and Bayesian estimation procedures 
have been proposed in former studies. In this paper, we evaluated the behavior of both type of point estimates 
under small sample conditions by numerical simulation study in which sample size, true correlation coefficient and 
the proportion of the missing data are manipulated. The results can be summarized as follows: (1) Estimations are 
satisfactory when sample size is large (2) In terms of the closeness between the average estimates and the true 
values, Bayesian estimation performed better (3) In terms of the mean squared error, maximum likelihood 
estimation performed better. The R codes used in this study are shown in Appendix. 

Keywords：selection bias, correlation coefficient, maximum likelihood estimation, Bayesian estimation, small 
samples 
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1.  導入 

入学試験の得点と入学後の成績（たとえばGPA）と

の間で相関を計算すると，当初の予想よりも小さな相

関係数の値が得られることが多い．これは前者の試験

を突破した入学者のみからしか後者が観測されないた

めである．たとえば図1に，2変量正規分布より生成し

た模擬データの例を示す．図1(a)は，変数  , の組が

すべての標本（この例では500標本）について観測され

た場合の散布図である．この完全データについて標本

相関係数を計算すると0.70となる．しかし，いま変数 

の上位3割についてしか変数   が観測されないとする．

その場合，変数   の値が図1(b)の点線以下である標本

は欠測となってしまい，観測される  , の組のみで描

いた散布図は図1(b)のように，元の完全データと比べ

て変数のばらつきが小さくなってしまう．これが選抜

効果の生じた典型的な例である．実際，この図1(b)に
おける観測データについて標本相関係数を計算すると

0.45となっており，元の0.70から大幅に小さな値が算

出されてしまうことがわかる． 
こうした選抜効果が生じているデータから通常の相

関係数を計算すると，本来の2変数間の関係の大きさを

小さく見積もってしまい，極端な場合には本来関係が

あるにもかかわらず関係がないと結論づけてしまうこ

とすら生じうる．先ほどの図1で変数  を入試の成績，

変数   を入学後の成績と置き換えて考えてみると，観

測される標本のみから計算した相関係数では入試と入

学後の成績との相関を過小に評価することになり，し

たがって入試の予測的妥当性が過小評価されてしまう

ことになる． 
このような事態は，真の変数間の関係を解釈するう

えで都合が悪い．したがって，選抜効果の影響を受け

ない真の相関係数を統計学的に推定することが望まれ

る． 

統計学では，無視可能（ignorable）の仮定のもと，

選抜効果の影響を除去した真の相関係数の値を推定す

る問題に取り組んできた．ここで無視可能とは，欠測

がランダムな欠測（missing at random, MAR）であり，

かつ母数が特異的（distinct）である場合をいう．順に

説明する． 
いま，データを  y で，欠測データ指標（missing 

data indicator）を m であらわすことにする．

欠測データ指標は，データの i 番目の要素が観測され

ていれば1，そうでなければ0の値をとる．また，未知

母数を   で書くことにする．このとき，欠測がデータ 

の値に依存しないとき，すなわちすべての  ,  につい

て 

 
f | , f |  (1) 

であるとき，   はMARであると言う． 
また，簡単のため2母数  θ , θ のモデルを考え

る．いま  θ , θ の母数空間が θ の母数空間と θ の母

数空間の直積空間となっているとき，母数は特異的で

あると言う．とくにベイズ推定では，これは事前分布

が独立であるという仮定 

 
p θ , θ p θ p θ  (2) 

となる．多母数の場合も同様である． 
テストを含む社会科学分野における欠損データの解

析法についての詳しい議論は岩崎(2002)や星野(2009)
を参照してほしい． 
統計的手法を実際のデータに適用するにあたっては，

漸近論に基づく手法では言うまでもないが，そうでな

い場合においても小標本では推定値が期待通りのふる

まいをしないことがしばしばある（レビューは，たと

えばHoyle, 1999）．そのため，推定量の小標本におけ

るふるまいは数値実験により確認することが重要であ

る．これまでにも，テストに関連する統計的手法にお

ける小標本時の統計量のふるまいを調べるシミュレー

ション研究は多く行われている．たとえば，Duncan 
and Layard (1973) は相関係数の検定における漸近頑

健（asymptotically robust）手法を比較するモンテカ

ルロ・シミュレーションを行い，ジャックナイフ法に

基づく手法が小標本下でも頑健であることを見出した．

Swaminathan, Hambleton, Sireci, Xing and Rizavi 
(2003)は小標本下での項目反応理論（item response 
theory, IRT）モデルの項目母数推定についてのシミュ

レーション研究を行い，事前情報を活用することで推

図1  人工データによる選抜効果の例 

(a) 欠測がない場合 (b) xの値に依存して

欠測がある場合

r=0.70 r=0.45 
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定精度が向上すること，その効果はとくに2母数モデ

ル・3母数モデルで大きいことを見出した．星野・岡田・

前田(2005)は既存の共分散構造分析における適合度指

標についてのシミュレーション研究をレビューすると

ともに，尤度比検定統計量の標本数依存性を確認する

数値実験を行い，有意水準を5 %に設定しても小標本下

では棄却率が非常に大きくなる場合があることが示さ

れた． 
しかし，片方の変数の一部が欠測の場合の相関係数

の推定を扱ったシミュレーション研究はわずかである．

Gross and Torres-Quevedo (1995)はこの問題に対す

るベイズ推定法を提案するとともに，相関係数の区間

推定についてのシミュレーション結果を示している．

しかし，実際のデータ解析で第一義的に考慮されるの

は区間推定よりも点推定の結果であるのに対し，彼ら

は点推定についての結果を一切示していない．また，

同論文では最尤法の近似信頼区間とベイズ法の事後最

高密度区間という概念的に異なる区間が比較されてい

る．とくに，この近似信頼区間はz変換による近似を利

用して導出されているものであるが，同近似は漸近的

にしか成立しない．したがって，ベイズ推定の方が区

間推定幅が小さいという彼らの得た結果は，推定法自

体の性質というよりも，筆者ら自身も指摘するように

（前掲書, p. 351）区間推定に際しての近似の悪さが原

因である可能性が高い．またLittle and Rubin (2002)
でも本問題に対する最尤推定値とベイズ推定区間の比

較を行っているが，これも区間推定についての結果で

ある上に，彼らは実データの分析結果を示しているに

すぎないため真値との乖離について議論することが不

可能である． 
冒頭に述べたような，選抜効果の影響を補正して真

の相関係数を推定したいという場面は，入試をはじめ

として現実に多々存在すると考えられる．また，社会

科学分野の研究の常としてデータの入手にはコストが

かかることが多く，とりわけ小標本下での推定量のふ

るまいが実際的には重要であると考えられる．このよ

うな関心に基づき，本研究では小標本における片方の

変数の一部が無視可能な欠測である場合の，最尤推定

法とベイズ推定法の点推定値の挙動をモンテカルロ・

シミュレーションにより研究する． 
ベイズ推定における点推定値として，本研究では事

後モードを用いる．その理由は大別して3点ある．第一

に，相関係数は  1,1 の値をとる統計量であり，その

真値がちょうど0でない場合には歪んだ標本分布をす

る．とくにその絶対値が大きくなるほど，分布の歪み

は大きくなる．こうした歪んだ分布では平均値による

分布の代表性は低くなると考えられており，モードが

より適切な代表値と考えられる．第二に，事後モード

をベイズ推定量とすることは事後確率が最大となる母

数の値を点推定値とすることを意味し，点推定値の意

味が理解しやすい．この枠組みはMAP (Maximum A 
Posteriori) 推定として広く知られ，使われているもの

である．第三に，ベイズ推定の事後モードは標本数が

大きくなれば事前分布によらず最尤推定値と近づくこ

とがわかっているが，小標本での両者の挙動は自明で

はない．そのため，小標本において両者を比較するこ

とが有意義と考えられる．また大標本において両推定

値が近づくことの確認により，シミュレーションが適

切に実施されている傍証を与えることができる． 
本論文の構成は以下のとおりである．2節では，選抜

効果の下で真の相関係数を推定するための方法として，

最尤推定法とベイズ推定法についてそれぞれ述べる．3
節では，数値実験の設定について具体的に述べる．結

果は4節で与えられ，5節でこれについての議論を行う．

また，本研究で作成された最尤推定法とベイズ推定法

による真の相関係数推定のためのRプログラムは

Appendixに掲載されている．読者はこれを用いて実際

のデータ分析および本研究の追試を行うことができる． 

2.  母数推定 

2.1. 最尤推定法 

ここではLittle and Rubin (2002)の表記にならい，

選抜効果の影響を除去して相関係数の真値を最尤推定

する方法について述べる． 
いま，それぞれn標本の同一な分布にしたがうデータ

, を考える．ここで  x は入試得点， y は

入学後の成績を想定している．この2変数について，次

の2変量正規分布を仮定する： 

 
x
y ~N

μ
μ ,

σ σ

σ σ
. (3) 

ここで，この平均ベクトルを  で，分散共分散行列を 

であらわす．また，変数   について，実際には欠測の

ためその一部しか観測できないとする．一般性を失わ

ずに，i 1, … , r の r 標本については y  が観測される

とし，i r 1 , … , n の n r 標本については y
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が欠測とする． 
Anderson (1957) は尤度分割(factored likelihood)の

手法により，この問題の最尤推定法を提案した．彼の

アイディアの骨子は， x , y の同時分布 f x , y | ,  
が，x の周辺分布 f x |μ , σ と，x を所与としたとき

の y の条件付き分布 f y |x , β , β , σ   との積で書け

るということである．つまり， 

 
f x , y | ,

f x |μ , σ f y |x , β , β , σ    (4) 

である．ただし， 

 
β

σ

σ
, 

β μ
β

μ
, 

σ σ
σ

σ
 

(5) 

とする．ここで，母数ベクトル 

 
μ , σ , β , β , σ ′ (6) 

は元の母数ベクトル 

 
μ , μ , σ , σ , σ ′ (7) 

の１対１変換となっている． 
ここで(4)式の分割ができることに注意すると，同式

前半の項を最大にする最尤推定量は 

 
μ

∑ x

n
, 

σ
∑ x μ

n
 (8) 

であり，後半の項を最大化する最尤推定量は標準的な

線形回帰の結果と同様に 

 
β

s

s
, 

β y β x, 

σ s
s

s
 

(9) 

となる．ただし，y は  , の両変数が観測された r個

の観測データの標本平均であり，s , s , s は同じく r

個の観測データの標本分散および共分散である．この

とき，σ の最尤推定量は 

 σ σ β σ

s β σ s  (10) 

となり，これらを用いると真の相関係数の最尤推定量

は 

 
ρ

s

s s

σ

s

s

σ
 (11) 

によって与えられることがわかる． 
 なお，この値はPearson (1903)によって異なる観点

から導出された推定量と一致するものである． 

2.2. ベイズ推定法 

Gross and Torres-Quevedo (1995)はベイズ推定に

よって真の相関係数を推定することを提案した．ベイ

ズ統計学の枠組みを利用した推論を行うためには事前

分布の設定が必要である．彼らは， 

 
f ∝ σ σ  (12) 

の形の事前分布を用いることを提案した．しかし，彼

らの手法を用いるためには，何らかのソフトウェア等

を用いて事後分布の重積分を数値的に行う必要があっ

た． 
Little and Rubin (2002)は同じ事前分布の設定のも

と，分割尤度の考え方を用いて，ρの周辺事後分布から

の標本を直接生成する方法を提案した．この事後標本

を十分多く生成することにより，容易に事後分布を評

価することが可能となる．彼らの方法は，t回目の繰り

返しにおいて以下の3ステップからなる． 
 
1. カイ二乗分布から次の2乱数を生成する： 

 
w ~χ n 2a 3 , 

w ~χ r 2c 4 . 

(13) 

また，正規分布から次の乱数を生成する： 

 
z ~N 0,1 . (14) 

 
2. σ , β , σ の事後標本を以下のように生成する： 

 

 

σ
nσ

w
, 
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β β  z
σ

rs
, 

σ
rσ

w
. 

(15) 

ただしσ , β , σ はそれぞれ(8)式および(9)式で与

えた最尤推定量である． 
 
3. 次により相関係数の事後標本を生成する： 

 

 

ρ
β σ

σ β σ

. (16) 

 

(16)式はρ σ / σ σ
/
の定義より導かれるもの

である．1～3のステップを十分多く繰り返すことによ

り，ρの事後分布を直接生成し，評価することができる． 
 (12)式の事前分布の a, c は分析に先だって与えなけ

ればならない．今回考えている2変量正規分布のような

多母数の位置・尺度母数族のモデルにおいては，

a c 1の場合，すなわち 

 
f ∝ σ σ  (17) 

とすることによって，この事前分布がJeffreysの事前分

布となることが知られている（Box and Tiao, 1973）．
Jeffreysの事前分布は母数の変換にたいして常にフィ

ッシャー情報量の平方根に対応するという不変性を持

ち，代表的な無情報事前分布の一つである．Gross and 
Torres-Quevedo (1995)およびLittle and Rubin (2002)
もこの事前分布を利用しており，本研究でもこの設定

を採用する． 

3.  シミュレーション 

3.1. 設定 

前節で述べた最尤推定法とベイズ推定法の小標本下

での挙動を調べるため，シミュレーションデータによ

る数値実験を行った．本シミュレーションにおいては，

以下の3つの変数を操作した． 
全標本数 欠測がないとした場合の全標本数nを操作し

た．n 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000の7条件が設定

された．小標本とはn=150程度よりも小さい場合を指

すことが多い（Hoyle, 1999）が，n=1000の条件は大

標本の場合についての結果を押さえるために設定した． 
欠測標本の割合 nのうち何割が欠測であったか，すな

わち n r /nの比の値を操作した． n r /n

0.2, 0.4, 0.6, 0.8の4条件が設定された． 
相関係数の真値  真値ρの値を操作した．ρ

0.2, 0.4, 0.6, 0.8の4条件が設定された． 
以上の合計7 4 4 112条件が設定された．1回

の推定では，以下の2変量正規分布から , それぞれn

個の乱数データを生成した： 

 x
y ~N

0
 0

,
1 ρ
ρ 1

. (18) 

その後， x を大きさ順に並べたときにその値が下位

100 n r /n%に入ったiについて，対応する yの値

を欠測とした．このような操作を経た , を入力デー

タとした．なお，データの概要を理解しやすくするた

め， x , y が共に観測された標本のみから計算した，

希薄化を修正しない通常の相関係数の各条件における

平均および標準偏差(SD)の値を表1に示した．このよう

に生成されたデータに対し，前節で述べた最尤推定法，

ベイズ推定法のそれぞれによって真の相関係数の推定

を行った． 
最尤推定法は，(11)式の ρ を推定値とした．ベイズ

推定法における事前分布にはJeffreysの無情報事前分

布を利用した．そして(16)式の ρ を t 1, … ,100,000

の10万個生成することによって事後分布を構成した．

これに対して，ガウスカーネルを用いたカーネル密度

推定を行い，その分布のモードをベイズ推定値とした． 
以上の推定を，1条件につき最尤法・ベイズ法の各々

において10,000回反復した．今回の研究で利用した最

尤推定およびベイズ推定を行うための，統計環境Rで用

いることのできる関数はAppendixに掲載されている． 

3.2. 結果 

表2には各条件における10,000回の推定値の平均値

を，最尤推定およびベイズ推定の推定法別にまとめた．

また，表3には真値からの二乗誤差（mean squared 
error, MSE）を同じく最尤推定およびベイズ推定に分

けてまとめた．いずれの表も，列方向が標本数の条件

をあらわしており，右へ行くにつれて標本数が大きな
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条件となっている．また行方向は真の相関係数ρの値の

4条件にネストした形で，欠測標本の割合の4条件が示

されている． 
まず表2においてn=1000の場合を見ると，最尤推定

法・ベイズ推定法のいずれにおいても推定値の平均が，

一番左の列に示されている相関係数の真値とほぼ一致

していることがわかる．推定値の期待値が真の値に等

しくなるという性質はすなわち不偏性（unbiasedness）
である．この結果からは，標本数が大きくなれば，ど

ちらの方法においても平均値の意味では真値を適切に

推定できていると言える．なおn=1000の条件において

表3の真値との二乗誤差を見ると，相関係数の真値が小

さくかつ欠損標本の割合が大きい場合にややMSEが

大きくなっているものの，全体的にMSEも十分小さく

なっていることがわかる．以上より，標本数が十分大

きい場合には，どちらの推定法を用いてもおよそ適切

な推定ができていると言える． 

 
表1   x , y が共に観測された標本のみから計算した，希薄化を修正していない相関係数の各条件における平均およ 

   び標準偏差 

True Correlation Missing Data

Coefficient (ρ) Proportion ((n-r)/n) 20 30 40 50 100 200 1000

Mean .1479 .1499 .1524 .1540 .1540 .1536 .1537

(SD) (.2545) (.2031) (.1767) (.1574) (.1104) (.0775) (.0350)

Mean .1270 .1247 .1297 .1288 .1310 .1299 .1313

(SD) (.2972) (.2402) (.2064) (.1824) (.1274) (.0898) (.0405)

Mean .1037 .1049 .1094 .1087 .1115 .1116 .1131

(SD) (.3770) (.2989) (.2562) (.2275) (.1603) (.1113) (.0495)

Mean .0748 .0829 .0860 .0868 .0918 .0917 .0957

(SD) (.5788) (.4416) (.3759) (.3292) (.2267) (.1577) (.0704)

Mean .3085 .3110 .3135 .3147 .3154 .3153 .3161

(SD) (.2377) (.1879) (.1644) (.1463) (.1029) (.0718) (.0322)

Mean .2639 .2622 .2683 .2691 .2708 .2710 .2728

(SD) (.2876) (.2303) (.1972) (.1748) (.1217) (.0858) (.0382)

Mean .2171 .2251 .2306 .2290 .2340 .2338 .2366

(SD) (.3691) (.2901) (.2469) (.2211) (.1536) (.1078) (.0477)

Mean .1573 .1809 .1836 .1863 .1948 .1937 .1996

(SD) (.5772) (.4323) (.3684) (.3250) (.2229) (.1564) (.0689)

Mean .4877 .4911 .4930 .4950 .4956 .4958 .4967

(SD) (.2027) (.1613) (.1405) (.1245) (.0869) (.0608) (.0273)

Mean .4229 .4268 .4307 .4311 .4353 .4364 .4380

(SD) (.2607) (.2046) (.1771) (.1568) (.1092) (.0766) (.0340)

Mean .3585 .3681 .3758 .3756 .3818 .3826 .3861

(SD) (.3439) (.2702) (.2288) (.2032) (.1407) (.0991) (.0438)

Mean .2725 .2965 .3099 .3079 .3225 .3225 .3307

(SD) (.5563) (.4164) (.3456) (.3126) (.2126) (.1476) (.0653)

Mean .7039 .7078 .7097 .7109 .7120 .7126 .7131

(SD) (.1402) (.1100) (.0946) (.0833) (.0582) (.0407) (.0181)

Mean .6357 .6427 .6454 .6479 .6513 .6530 .6546

(SD) (.1986) (.1539) (.1323) (.1163) (.0797) (.0557) (.0246)

Mean .5645 .5743 .5809 .5837 .5907 .5934 .5967

(SD) (.2849) (.2198) (.1856) (.1641) (.1117) (.0781) (.0343)

Mean .4432 .4785 .4944 .4956 .5144 .5196 .5275

(SD) (.5122) (.3704) (.3104) (.2720) (.1829) (.1254) (.0552)

Number of Samples (n)

0.8

0.2

0.4

0.6

0.6

0.4

0.2

0.8

0.2

0.4

0.6

0.8

0.4

0.6

0.8

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2
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表2 最尤推定法・ベイズ推定法による10,000回分のρの推定値の平均 

 

(a) 最尤推定法 

True Correlation Missing Data

Coefficient (ρ) Proportion ((n-r)/n) 20 30 40 50 100 200 1000

0.2 .1804 .1864 .1918 .1949 .1973 .1982 .1994

0.4 .1714 .1724 .1845 .1855 .1939 .1950 .1991

0.6 .1440 .1535 .1676 .1717 .1851 .1909 .1985

0.8 .0945 .1161 .1266 .1386 .1628 .1752 .1975

0.2 .3717 .3809 .3867 .3900 .3950 .3972 .3995

0.4 .3497 .3585 .3734 .3783 .3890 .3936 .3992

0.6 .2968 .3275 .3479 .3532 .3773 .3861 .3979

0.8 .1969 .2515 .2709 .2924 .3395 .3592 .3934
0.2 .5726 .5824 .5869 .5906 .5952 .5974 .5994

0.4 .5438 .5634 .5732 .5776 .5901 .5951 .5993

0.6 .4813 .5217 .5460 .5540 .5792 .5882 .5984

0.8 .3420 .4090 .4585 .4687 .5361 .5622 .5949

0.2 .7850 .7911 .7936 .7953 .7977 .7990 .7997

0.4 .7688 .7832 .7870 .7908 .7960 .7983 .7997

0.6 .7217 .7570 .7708 .7781 .7915 .7960 .7994

0.8 .5437 .6407 .6865 .7079 .7651 .7850 .7978

Number of Samples (n)

0.2

0.4

0.6

0.8

 
 

(b) ベイズ推定法 

True Correlation Missing Data

Coefficient (ρ) Proportion ((n-r)/n) 20 30 40 50 100 200 1000

0.2 .2132 .2147 .2115 .2101 .2048 .2027 .2001

0.4 .2002 .2154 .2153 .2047 .2085 .2053 .2015

0.6 .1751 .1970 .2061 .2207 .2184 .2088 .2018

0.8 .1276 .1445 .1603 .1812 .2065 .2151 .2044

0.2 .4250 .4243 .4181 .4172 .4078 .4040 .4007

0.4 .4120 .4276 .4285 .4183 .4143 .4075 .4018

0.6 .3712 .4047 .4214 .4340 .4278 .4166 .4033

0.8 .2511 .2813 .3225 .3684 .4195 .4267 .4082
0.2 .6293 .6266 .6191 .6170 .6083 .6040 .6007

0.4 .6245 .6334 .6312 .6226 .6147 .6071 .6017

0.6 .5742 .6106 .6326 .6393 .6278 .6153 .6031

0.8 .3810 .4621 .5122 .5656 .6293 .6310 .6081

0.2 .8215 .8170 .8125 .8108 .8053 .8024 .8004

0.4 .8298 .8243 .8195 .8152 .8084 .8042 .8011

0.6 .7997 .8244 .8290 .8279 .8171 .8085 .8018

0.8 .5950 .6951 .7456 .7873 .8289 .8199 .8042

Number of Samples (n)

0.8

0.2

0.4

0.6
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表3 最尤推定法・ベイズ推定法による10,000回分のρの推定値の平均二乗誤差（MSE） 

 

(a) 最尤推定法 

True Correlation Missing Data

Coefficient (ρ) Proportion ((n-r)/n) 20 30 40 50 100 200 1000

0.2 .0988 .0642 .0491 .0391 .0195 .0097 .0020

0.4 .1705 .1164 .0879 .0695 .0347 .0176 .0036

0.6 .3111 .2171 .1661 .1349 .0709 .0353 .0071

0.8 .6221 .4614 .3791 .3119 .1752 .0934 .0201

0.2 .0794 .0494 .0377 .0298 .0146 .0071 .0014

0.4 .1482 .0967 .0702 .0550 .0262 .0129 .0025

0.6 .2918 .1918 .1405 .1145 .0543 .0264 .0051

0.8 .6419 .4506 .3603 .2955 .1521 .0773 .0144
0.2 .0476 .0289 .0215 .0166 .0078 .0037 .0007

0.4 .1025 .0585 .0421 .0318 .0142 .0066 .0013

0.6 .2336 .1391 .0926 .0722 .0299 .0135 .0025

0.8 .6161 .4092 .2912 .2463 .1059 .0450 .0070

0.2 .0151 .0084 .0060 .0046 .0021 .0010 .0002

0.4 .0360 .0171 .0118 .0082 .0034 .0016 .0003

0.6 .1171 .0525 .0313 .0216 .0071 .0030 .0005

0.8 .5097 .2721 .1807 .1271 .0368 .0108 .0015

0.2

0.4

0.6

0.8

Number of Samples (n)

 
 

(b) ベイズ推定法 

True Correlation Missing Data

Coefficient (ρ) Proportion ((n-r)/n) 20 30 40 50 100 200 1000

0.2 .1338 .0801 .0588 .0456 .0211 .0100 .0019

0.4 .2915 .1725 .1184 .0941 .0407 .0189 .0035

0.6 .5457 .3876 .2917 .2190 .0935 .0406 .0075

0.8 .8188 .7272 .6441 .5746 .3257 .1430 .0223

0.2 .0976 .0566 .0414 .0318 .0153 .0072 .0014

0.4 .2277 .1259 .0840 .0647 .0280 .0133 .0025

0.6 .4712 .3109 .2214 .1596 .0640 .0274 .0051

0.8 .7958 .6911 .5897 .4979 .2506 .0982 .0151
0.2 .0505 .0280 .0209 .0161 .0079 .0037 .0007

0.4 .1307 .0622 .0390 .0303 .0134 .0065 .0012

0.6 .3359 .1975 .1209 .0803 .0289 .0126 .0024

0.8 .7521 .5850 .4691 .3637 .1388 .0437 .0068

0.2 .0122 .0070 .0051 .0040 .0020 .0010 .0002

0.4 .0284 .0133 .0084 .0063 .0031 .0015 .0003

0.6 .1383 .0534 .0264 .0155 .0051 .0026 .0005

0.8 .5641 .3607 .2489 .1599 .0294 .0072 .0013

Number of Samples (n)

0.2

0.4

0.6

0.8
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次に，表2より全体的な平均についての傾向を考察す

る．表2(a)を見ると，最尤推定法ではどの真値・欠測

標本割合の条件においても，標本数が小さい場合には

相関係数を過小推定し，標本数が大きくなるにしたが

って平均値が下側から真値に近づいていくことがわか

る．それに対して表2(b)のベイズ推定では，小標本で

かつ欠損割合が大きくない場合にはむしろ相関係数を

過大推定し，標本数が大きくなるにしたがってその平

均値が上側から真値に近づいていることがわかる．た

だし，欠測割合が大きく標本数が小さい場合には最尤

法と同様に過小推定が生じている． 
いずれの手法においても，とくに平均推定値の真値

からの逸脱が大きいのは，標本数が小さく，欠測の割

合が大きな場合である．このような場合には，表2(a)
と同(b)とを見比べると，ベイズ推定の方が最尤推定よ

りも真値に近い平均推定値を与えていることがわかる． 
次に，表3よりMSEについての結果を見る．全体的

な傾向としては，予想されるようにどちらの推定法に

おいても標本数が大きくなれば，MSEは小さくなって

いることが確認できる．表3(a)と同(b)とを見比べると，

真の相関係数が0.2および0.4の場合には，MSEは多く

の条件において最尤推定の方が小さくなっていること

がわかる．また，真の相関係数の値が大きくとも欠測

標本の割合が大きい場合には，やはり最尤推定法が小

さなMSEを与える傾向にある．しかし，真の相関係数

の値が大きく，かつ欠損標本の割合が大きくない場合

には，ベイズ推定の方が小さなMSEを与えている． 
なお，ベイズ推定では事後モードではなく事後平均

を点推定値として用いる場合も少なからずある．しか

し，1節で述べたように相関係数の分布は歪んだ分布と

なるため，事後平均による分布の代表性には疑問があ

る．事実，本シミュレーションにおいて事後平均の平

均値を計算した場合，一般に事後モードよりも真値か

ら逸脱した値であった． 
また，1回の推定に要する時間は最尤推定のみならず

ベイズ推定でも手元の計算機（Core 2 Duo 3GHz）で

0.5秒以下であり，計算量については両手法とも実用面

で問題ないと言える． 

4. まとめと議論 

前節で述べた結果を端的にまとめると次のようなに

なる．推定値の平均が真の値に近いかどうか，すなわ

ち不偏性と同じ考え方による評価の観点からは，とく

に標本数・相関係数の真値が小さく欠測割合が大きい

場合に，ベイズ推定のほうがよい傾向にあった．一方，

個々の推定値と真値との二乗誤差の観点からは，とく

に標本数・相関係数の真値が小さく欠測割合が大きい

場合に，最尤推定法がよい傾向にあった．平均推定値

の全体的な傾向としては，おおむねベイズ推定は（標

本数と観測標本の割合が共に小さい場合を除いては）

過大推定，最尤推定は過小推定の傾向があった．いず

れの推定法においても，標本数が大きい場合には真値

は適切に推定されており，推定法間の差はあまり見ら

れなかった． 
表2に示した推定値の平均と真値との近さと，表3に

示したMSEの小ささとは，最尤推定法とベイズ推定法

の間で片方がよければ片方がよくないという風に，相

反するような結果が得られた．これには，相関係数が0
から1の間の値をとるため，歪んだ分布をする統計量で

あることが原因の一つとして考えられる． 
これらの結果より，筆者らが推奨する方法は以下の

とおりである．まず，当然のことであるが標本数を多

く集めることが可能であるならば，そうすることが望

ましい．シミュレーションの結果からは，1000程度の

標本数があれば，いずれの推定法を用いてもおよそ適

切な推定が行えるようである．やむをえず標本数の大

きくない分析をしなければならない場合には，最尤推

定法・ベイズ推定法の双方を適用してみることが考え

られる．計算コストはベイズ推定法の方が大きいとは

いえ，現代の計算機を用いれば計算はどちらも瞬時に

終わる計算である．実際の計算には本論文の末尾に掲

載されるR関数が利用できる．その上で，結果の解釈に

あたっては，最尤推定には全体的に平均的なの意味で

過小推定，ベイズ推定には同じく過大推定の傾向があ

ることを念頭に入れつつ，また本研究で示されたMSE
の大きさ（不確実性）を考慮して解釈を行うことが望

まれる． 
本研究で用いたベイズ推定法について，理論的観点

から言及すべきことがある．とくに小標本でみられた

過大推定の傾向には， (17)式で設定した事前分布の影

響があらわれていることが考えられる．この事前分布

はJeffreysの無情報事前分布として設定されたもので

あり，先行研究でも事前情報がない場合に利用された

ものである．しかし，この分布は尺度母数（σ , σ ）の

みならず，その他の母数も分散の逆数に比例させてい

るものであり，こうした母数について必ずしも無情報

と言えない形になっていると考えられる．(17)式の設
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定は，先行研究で第一義的には事後分布の評価を容易

にするために行われたものである．しかし，現在では

MCMC法の発展により，より一般的な形の事前分布も

利用することが可能である．したがって，他の母数に

は正規分布など別の事前分布をおくことが検討できる

が，これは今後の研究課題と言える． 
また，本研究で扱った   の欠測パタンは，いずれも   

の値の小さい側100 n r /n%の標本を欠測とし

たものである．これは入試データに用いる場合には現

実的な設定と考えられるが，欠測が   の値に依存する

何らかの関数である場合などのより一般的な場合にお

いても同様の傾向がみられるかどうかは今後の研究課

題である． 

5. Appendix 

5.1 最尤推定のためのR関数 

まず以下の2関数（標本分散，標本共分散）を定義し

ておく． 
 

svar <- function(x){var(x)*(length(x) 
-1)/length(x)} 
scov <- function(x,y){cov(x,y)*(length 
(x)-1)/length(x)} 

 

本論文で考える設定下での，最尤推定により相関係

数を推定するための関数は次のとおりである． 
 

selecor.ml <- function(x,y){ 
y1 <- y[!is.na(y)] 
x1 <- x[!is.na(y)] 
sxy <- scov(x1,y1) 
sx2 <- scov(x1,x1) 
sy2 <- scov(y1,y1) 
sigx2h <- svar (x) 
beta1h <- sxy / sx2 
sigy2h <- sy2 + beta1h^2*(sigx2h-sx2) 
rho.ml <- (sxy/sqrt(sx2*sy2))*sqrt( 
sigx2h/sx2)*sqrt(sy2/sigy2h) 
rho.ml 
} 

 

この関数を用いると，たとえばxに入試得点，yに入

学後の成績のデータが入っている場合には，次によっ

て最尤法による相関係数の点推定値が計算できる． 
 

selecor.ml(x,y) 

5.2 ベイズ推定のためのR関数 

前節で定義したsvar(), scov()の2関数が定義さ

れているとする．本論文で考える設定下での，ベイズ

推定により相関係数を推定するための関数は次のとお

りである． 
 

selecor.bayes <- function(x,y, 
niter=100000){ 
y1 <- y[!is.na(y)] 
x1 <- x[!is.na(y)] 
n <- length(y) 
r <-  n - sum(is.na(y)) 
sxy <- scov(x1,y1) 
sx2 <- svar(x1) 
sy2 <- svar(y1) 
sigx2h <- svar(x) 
beta1h <- sxy / sx2 
sig12h <-  sy2 - (sxy^2)/sx2 
a <- 1 
c <- 1  
w1 <- rchisq(niter,df=n+2*a-3) 
w2 <- rchisq(niter,df=r+2*c-4) 
z1 <- rnorm(niter,mean=0,sd=1) 
sigx2 <- n * sigx2h / w1 
sig12 <- r * sig12h / w2 
beta1 <- beta1h + z1 * sqrt(sig12 / 
(r*sx2)) 
rho <- beta1*sqrt(sigx2)/sqrt(sig12+ 
beta1^2*sigx2) 
dx <- density(rho, bw="nrd") 
rhomode <- dx$x[which.max(dx$y)] 
rhomode 
} 

 

この関数を用いると，たとえばxに入試得点，yに入

学後の成績のデータが入っており，10万個（デフォル

ト）のモンテカルロ標本より事後分布を構成したい場

合には，次によってベイズ法による相関係数の点推定

値が計算できる． 
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selecor.bayes(x,y) 
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