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ベイズ塾実践篇
STANの魅力・使い方
階層ベイズ、その他ベイズ統計いろいろ

2

「塾生」さんらよりいただいたお題

①他のMCMC実行ソフトウェアにない、STANの特
徴 (STANのここがウリ!!という点)
②STANでいくつかの代表的な統計モデルを推定
する際の実例や注意点
③階層ベイズモデルによる推定
④事前分布の設定方法
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Stanの特徴

Stanは速いか？

卒論生の研究より（神馬, 2014）
Oh & Raftery (2001)のベイズ多次元尺度法モデ

ルを用いて、同じシミュレーションデータで
OpenBUGS （Brugs経由）とStan（RStan経由）の実
行速度を比較

標準正規分布（条件1）・自由度5のT分布（条件2）
からの8x8の乱数データ生成

Burn‐in 100回後の2000回のMCMCを4系列

100回の推定にかかる平均所要時間を比較
5

結果

条件１

条件２
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平均 SD
Stan 7.807秒 1.894
BUGS 0.099 秒 0.149

平均 SD
Stan 4.688秒 0.730
BUGS 0.069 秒 0.055
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Stanは言うほど速くない…こともある

というか、BUGSも問題によっては十分速い、とい
うか

Stanでは、簡単な問題では、実行時間の大半がコ

ンパイルに費やされてしまう。もちろん、コンパイ
ル後のサンプリングは速い。

ではBUGSを上回るStanのメリットは何か？
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Stanは複雑な問題で真価

IRTモデルでStanとJAGSを比較

Stanでは所要メモリと
所要時間が、データ数
に対して線形に
スケールする
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(Stan Development Team, 2014, 
Paris‐Dauphine)

Stanの特徴

No‐U‐Turn Sampler (NUTS)を利用：とくに階層モデ

ル、混合モデル、潜在変数モデルなど社会科学
系で用いる変数間の相関が高くなる複雑なモデ
ルに向いている

 BUGSでは利用できない（Gibbsサンプラー、
Metropolis‐Hastingsアルゴリズム）

開発がきわめて活発

 BUGSはいい意味で枯れている

非正則な事前分布が許される

 BUGSは正則な分布しか扱えない
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ベイズ推定の基本（例）

Thomas Bayes (1702‐1761)
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Bayes and Price (1763) “An essay toward 
solving a Problem in the Doctrine of Chance”
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 回の試行を行い、 回成功した（ 回失敗した）こと
がわかったとする。このとき、成功確率が任意の範囲（た
とえば ～ ）に入る確率を求めよ
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広島の仮想例

黒田投手が先発した試合では、これまでの10回
のうち8回で勝利投手となった、とする

明日の試合で黒田投手が先発するとき、勝利投
手となる確率が0.7以上（つまり0.7～1.0）となる確
率はどれだけだろうか？
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(Fig: Wikipedia)

黒田投手は
専修大学のOB
でもあります！

ベイズの考え方にしたがうと

事前には情報がないので、確率は[0,1]の範囲で
一様とする。

事前分布：

得られたデータは成功確率 の二項分布からの
回の試行を行うと、成功回数が で

あったということである。つまり

で というデータが得られた
14

二項分布の例
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Stanでやってみる
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data {
int<lower=0> n;
int<lower=0> y;

}
parameters {

real<lower=0,upper=1> pi; 
}
model {

y ~ binomial(n,pi); // likelihood
pi ~ uniform(0,1); // prior

}
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STANで得られた事後分布 0.7以上の確率密度は

pi.mcmc <‐ extract(bb.fit, pars=c("pi"))
(sum(pi.mcmc[[1]]>0.7)) / length(pi.mcmc[[1]])

約0.69  (手元の値では0.6922)と求められる

思ったより低い？！

→事前分布をあなたの考えに応じて設定しましょ
う！

18
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MCMCとHMC, NUTS

Before MCMC                       After MCMC

20

ベイズは机上の空
論？

理論的に綺麗だが、
簡単な問題以外で
は実際に使えない

計算機を使って、ベ
イズ推定が様々な
モデルで誰しも自
在に行えるように！

21

(Lee & Wagenmakers, 2014)

MCMCの大きな特徴：汎用言語

1990 Gelfand & Smith の論文(JASA)
1995頃 BUGS
1997 WinBUGS 1.0
2006 BUGSのオープンソース化宣言→ 
OpenBUGS

2007 WinBUGS 1.4.3（最終版）

2007 JAGS 1.0.0
2012 The BUGS Book
2012  Stan 1.0.0・Rstan 1.0.0 22

ベイズの定理によるベイズ推定

23

事前分布
prior distribution

事後分布
ｐosterior distribution

事後分布 事前分布

データ

データ生成分布 data generating distribution
尤度 likelihood

24

(ベイズ統計学的な)統計的推論

事前分布

データ

事後分布

事後予測分布

データ 母数

母数の分布！

将来のデータの分布！
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とは

「確率」もしくは「確率分布」。通常は２つ以上の値
をとりうる変数について考えるので、「確率分布」
である。確率分布のことを通常単に分布という。

確率分布は、変数の「とりうる値」と、「その確率」
とを組み合わせたもの。

離散的な分布と連続的な分布に大別される

25

ある確率変数 がよく知られた分布にしたがって
いるとき、

分布名 パラメータ

と表す。「 」は分布にしたがう（distributed as）こ
とを意味する。

例：

 平均0・分散1の正規分布（normal 
distribution）

 試行数5, 成功確率0.5の二項
分布（Binomial distribution） 26

よく知られた分布

「指数型分布族」（ ）

正規分布

カイ二乗分布

ベータ分布

二項分布 (n固定)
多項分布 (n固定)
指数分布

対数正規分布

ガンマ分布 … 27

非・指数型分布族

一様分布

 ｔ分布

 F分布

コーシー分布

その他大多数の

名もなき分布

名もなき分布

考えている現象がそれほど複雑でなく、また事前
分布とデータ発生分布うまく分布を設定しない限
り、事後分布は「名もなき分布」になる

「名もなき分布」だと

平均や分散がわからない

 １変量ならまだしも、多変量の場合には関心の
あるパラメータ以外を積分消去しなければなら
ない

28

積分の困難：正規分布の平均と分散

正規分布にしたがう確率変数yの密度関数は

平均と分散は、その定義から

それなりに手間がかかる計算
29

パラメータが増えていくと

たとえば 変数が多 変量正規分布にしたがうと
いうモデル

の場合、（同時）事後分布は

事前分布を適切に設定しないかぎり、この事後分
布は「名もなき分布」になる

30
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同時分布(緑)と周辺分布(赤・青)

31

（fig: Wikipedia “Joint probability distribution”)

「名もなき分布」の困難

たとえば の事後平均が知りたいときにはまず
の周辺分布をもとめるが、これは

という４重積分が必要でしんどい。

同時事後分布はもとめられても、関心のあるパラ
メータの周辺事後分布が求められない。したがっ
て、実用上使えない。

32Cf. Gelfand & Smith (1990, JASA) の論文タイトルは
“Sampling‐based approaches to calculate marginal densities”

マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）

事後分布からの乱数を発生するための方法

マルコフ連鎖を繰り返していくと、どんな初期値か
ら初めても、あるところで事後分布からの乱数発
生となる

それを保証するアルゴリズムが

 Gibbsサンプラー

Metropolis‐Hastings
スライスサンプラー

 Hamiltonian Monte Carlo
 No‐U‐Turn Sampler などなど

33

マルコフ連鎖モンテカルロ（MCMC）法

マルコフ連鎖とは、「1時点前の値だけに依存して
次の値の確率が決まる」数列

ある種のマルコフ連鎖は定常分布を持つ。定常
分布とは、大きな回数繰り返すとマルコフ連鎖が
その分布からの乱数発生となる確率分布

各種のMCMCアルゴリズムは、定常分布として事

後分布を持つようなマルコフ連鎖を作るための汎
用的な方法となっている

34

35(Kruschke, 2014
Fig 7.2)

ターゲットの事後分布

MCMCのトレース

トレースでとった
位置のヒストグラム

＝数値的に求めた事後分布

36(Kruschke, 2014
Fig 7.3)
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Gibbsサンプリング

すべてのパラメータの完全条件付き分布事後分
布がわかっているときに使える

完全条件付き事後分布：データとほかのパラ
メータで条件づけた、そのパラメータだけの事
後分布

37

(Kruschke, 2014)

Metropolis‐Hastingsアルゴリズム

38

提案分布から「次の値の候補」を出し、それをある
確率で受容するか棄却するかして作るMCMC

(from Dustin Stansbury https://theclevermachine.wordpress.com/tag/proposal‐distribution/)

Metropolis‐Hastingsの問題点

39

提案分布が狭すぎると、遠くまでいくのにとても時間がか
かり、なかなか収束しない

提案分布が広すぎると、棄却されてばかりになり、アルゴ
リズムがなかなか収束しない

(from Florian Hartig https://theoreticalecology.wordpress.com/2011/12/09/
mcmc‐chain‐analysis‐and‐convergence‐diagnostics‐with‐coda‐in‐r/)

ハミルトニアン・モンテカルロ（HMC）

40

ハミルトン力学とのアナロジーを使って、「遠くに
移動しつつ」「採択確率の高い」ような提案分布か
らの乱数発生をすることができるアルゴリズム

 したがってMetropolis‐Hastingsの一種とも言え
る

ハイブリッド・モンテカルロと呼ばれることも

現時点での傾きの情報を使う

HMC

41
(Kruschke, 2014,
Fig 14.1)

ハミルトニアン・モンテカルロ（HMC）

42

 が、位置エネルギーに対応する. （小
さいところに動きがち）

現時点から、確率的変動を入れて力学系を動か
し、たどりついた点を次のマルコフ連鎖の候補値
とし、これをM‐Hと同様に採択or棄却する

こうして作られる提案分布は、M‐Hのように現在

の値を中心とした対称な分布ではなく、事後分布
のモードの方に寄った分布になる

高次元なとき・パラメータ間の相関が高いときに
威力を発揮
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HMC

43
(Kruschke, 2014,
Fig 14.2)

ステップ数が
大きいと

HMC

44
(Kruschke, 2014,
Fig 14.3)

ステップサイズ
が小さい
or大きいと

NUTSは適応的(adaptive)なHMC

45

HMCでは、「ステップサイズ」と「ステップ数」という

２つのチューニングパラメータを分析者が与える
必要があった

Stanに実装されているNUTSでは、この２つの
チューニングパラメータを、MCMCの過程で適応
的に設定する(Hoffman & Gelman, 2014, 
J Mach Learn Res) 

また、数値微分もあわせてStanに実装されている

→ 汎用的HMC(NUTS)環境としてのStan

MCMCの収束

MCMCは、繰り返し数を大きくしたとき定常分布が

事後分布になることを保証するが、その繰り返し
数が何回なのかの保証はない

連鎖の収束を確認する必要

収束判定には様々な方法（cf. coda package; Plummer et 
al., 2006, R News）

Stanでの推奨：複数（ 本）の連鎖を走らせ、
（Gelman & Rubin, 1992, Stat Sci）が1に近いことを確認

＝
パラメータの分散の推定値

本の 連鎖内分散の平均 46

MCMCの収束についての注意

「収束」というと1つの値に近づいていくこと

のように感じられるかもしれないが、MCMCでの
収束は「分布収束」であり、1点に近づくことではな
い。MCMCが収束したとき、そこから得られる乱数
は事後分布からの乱数になる。 47

(Fig: Wikipedia "Limit (mathematics)")

Stanの（現状での）欠点

カテゴリカルなパラメータを（現在のところ）使うこ
とができない

カテゴリカル分布、多項分布

モデル比較のための情報がデフォルトでは出な
い

 BUGSではDICが出る

 Gelmanの統計的データ分析に関する考え方に
も関係していそう。ただ、最近WAICがお気に入

りのようで、遠くない将来実装される気配がある
かも

48
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49

階層ベイズとは？

参照: Lee (2014) Hierachical models in Stan. BayesComp
BDA3 Chapter 5

八学校データ

50

(Rubin, 1981, J Educ Behav Stat)

学校独自の効果のモデル（no pooling）
data {

int<lower=0> J; // # schools
real y[J]; // estimated treatment
real<lower=0> sigma[J]; // std err of effect

}
parameters {

real theta[J]; // school effect
}
model {

y ~ normal(theta, sigma);
}

51 95信用区間は互いに重なり合っているが、モデル
は各校の類似性をまったく取り入れられていない

52

単一の効果のモデル（complete pooling）
data {

int<lower=0> J; // # schools
real y[J]; // estimated treatment
real<lower=0> sigma[J]; // std err of effect

}
parameters {
real theta; // pooled school effect

}
model {

y ~ normal(theta, sigma);
}

53 95信用区間は互いに重なり合っているが、モデル
は各校の類似性をまったく取り入れられていない

54
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階層モデルdata {
int<lower=0> J; // # schools
real y[J]; // estimated treatment
real<lower=0> sigma[J]; // std err of effect

}
parameters {

real theta[J]; // school effect
real mu; // mean for schools
real<lower=0> tau; // sd between schools

}
model {

theta ~ normal(mu, tau);
y ~ normal(theta, sigma);

}

55 56全体の効果（mu）と、各校の効果（theta's）をともに
モデリングすることに成功している

注意：階層的重回帰

重回帰分析において、説明変数を段階的に投入
すること

階層モデルとは異なるので注意

ステップワイズ回帰（ステップワイズ法）と、使うモ
デルとしては同じ。違いは

階層的重回帰：分析者が理論にしたがって投
入する変数とその順序を決める

ステップワイズ回帰：コンピュータが基準（AIC, 
BIC, R2など）にしたがって投入する変数を決め
る

57

階層ベイズへの道

58

久保(2012) 『データ解析のための
統計モデリング入門』岩波書店

線形モデル（LM）



含まれるモデル：

 （重）回帰分析: xが連続

分散分析： xがカテゴリカル

共分散分析: xが連続と2値/カテゴリカル

59

一般化線形モデル（GLM）



 はリンク関数と呼ばれる

60

ロジスティック回帰

ポアソン回帰
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一般化線形混合モデル（GLMM）





固定効果（個体/観測対象によらず一定の効果）
とランダム効果（個体/観測対象によってランダム

に変動する効果）の両方が入ったモデルを、混合
効果モデル（mixed effect model）しくは混合モデ
ル（mixed model）とよぶ

61

階層モデルを式で書くと





これは次とも同値


∗,  ∗

こう書き換えると階層構造は見えにくくなり、むし
ろバラツキを生んでいる成分が2つあるというモデ
ルにみえる ... ランダム効果、一般化線形混合モ
デルとしての階層モデル

62

データのバラツキ

パラメータθのバラツキ

固定
効果

ランダム
効果

階層モデルとGLMM

このように、階層モデルはGLMMの一部であると
いうことができる。またGLMMは階層モデルの一
部であるということもできる（たぶん）。

複雑な階層モデル・GLMMはパラメータ間の相関
が大きくなり、最尤推定が困難になる…という実用
的な文脈でMCMC/ベイズ推定が導入されること
がある。

63

注意：混合モデルの混同

Mixed model
混合（効果）モデル：固定効果とランダム効果
を共に持つモデル

Mixture model
 （有限）混合（分布）モデル：観測変数の背後に
小数の異質な集団を考えるモデル。分布の混
合（mixture）を考える。

64

混合分布Mixture distributionの例

65

赤と緑を混合した分布が点線

Fig by http://exploringdatablog.blogspot.jp/2011/08/fitting‐mixture‐distributions‐with‐r.html

66

事前分布の設定について
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事前分布の設定による違い

67
（当然）事前分布の設定は、結果（事後分布）に影響する

（Kruschke, 2014, Fig 6.4) 無情報一様事前分布

パラメータの定義域に一様な事前分布をおく

例：勝利投手の例（二項分布データ）

成功確率

例：八学校の例（正規分布データ）

全体効果

その標準偏差

Stanでは、パラメータの定義域はparametersブ
ロックで <> を使って指定される

分布から明らかなときでも、指定した方が効率の
よいサンプリングができる

68

無情報一様事前分布

事前に知識がないことを表している

最初に思いつく自然な設定

ベイズが考えた由緒ある設定

ベイズ統計学を最初に体系化したラプラスも、こ
の設定を用いていた

Bayes‐Laplace (B‐L)事前分布と呼ばれる

この事前分布の設定のもとでは、事後モードが最
尤推定値と一致する

69

無情報一様事前分布の問題点

パラメータの定義域が有界でないとき、その事前
分布は非正則であり、したがって確率分布でない

 Stanでは、事後分布が正則になれば、事前分
布は非正則でも可

事後分布が正則になるかどうかの条件は数学
的に求める

あるパラメータについての一様分布は、変数変換
をすると一様性が失われる

推定上は問題なくても、モデル比較ができないこ
とがある

70

とくに の一様事前分布について

八学校の例でいえば、学校数が3以上あれば の
事後分布は正則になる。1, 2の場合は事後分布

は正則にならず、したがって階層化しない場合と
同じことになる。

標準偏差 に対する無情報一様分布は、分散
に対しては一様ではない

同様に、 に対する一様分布は、 に対して一
様ではない

何に対して一様事前分布をおくのか？という問
題は実は悩ましい 71

自然共役事前分布

事後分布が事前分布と同じ分布族となる事前分
布を、（自然）共役事前分布という

例：勝利投手の例（二項分布データ）

成功確率

例：八学校データ（正規分布データ、単一効果の
場合）

問題： のとき、共役事前分布は何
か？

あまり単純ではないので次のスライドへ
72

(natural) conjugate prior 
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ベータ分布
 [0,1]を定義域とする単峰系の分布

73

（Kruschke, 2011, p.82）

の共役事前分布

分散 既知のとき

 への正規分布が共役事前分布になる

平均 既知のとき

 への逆カイ二乗分布・逆ガンマ分布が共役
事前分布になる

平均 と分散 がともに未知のとき

 への正規逆カイ２乗分布が共役事前分
布になる

が、単に へ正規分布、 へ逆カイ二乗分布を
おくことが多い。これを準共役事前分布（semi 
conjugate prior）という

74

共役事前分布のよい（よかった）ところ

計算が手計算でできる程度に簡単になること。パ
ラメータの計算だけをすればいい。

たとえば





のとき、事後分布は

 。簡単！

野球の例では、 を の事前分布にする
と、事後分布は になる 75 76

curve(dbeta(x,9,3))

1‐pbeta(0.7,9,3)

共役事前分布の問題点

複雑な問題では存在しなくなる

準共役事前分布を使うことはある

ＭＣＭＣ以前のベイズ推定は、共役事前分布以
外では難しかった。が、ＭＣＭＣという道具を手に
入れた以上、共役事前分布にこだわる必要はあ
まりない。

77

Jeffreysの事前分布

データ発生分布（尤度）のFisher情報量の平方根
に比例するように、事前分布を選ぶ

 Fisher情報量：データがパラメータに対して持つ
情報を表す.

このように選ぶことの利点：

変数変換に対する不変性（invariance）をもった
事前分布ができる

近似的に、データの情報が分布の位置だけに
情報を与えるような事前分布ができる（データ
移動型data transformed; Box & Tiao, 1973）

78
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Jeffreysの事前分布の具体例

例：勝利投手の例（二項分布データ）

成功確率

これは非正則な分布である

例：八学校データ（正規分布データ、単一効果の
場合）

 について一様分布

 と について、その逆数に比例する分布



 79

これは への
一様分布

Jeffreysの事前分布の問題点

多くの場合に非正則な分布になる

 したがって多くのモデル比較にはない

複雑なモデルでは導出できないことが多い

後の客観ベイズの流れの端緒となった

客観ベイズ：問題設定に応じて、自動的・客観

的に事前分布を設定しようという枠組みの研究。
非常に数学的でおもしろい分野だが、やはり複
雑な問題には現状適用できる状態にない

80

分散の事前分布について

BUGSでは非正則事前分布が使えなかったことも

あり、準共役事前分布である逆ガンマ分布が使
われることが多かった。

しかし、Gelman (2006, Bayesian Analysis)が、分散

に対する逆ガンマ分布は無情報的ではないと批
判した

 Inv‐Gamma(0.01, 0.01)にするか、 Inv‐
Gamma(0.001, 0.001)にするかで解が大きく変
わってしまう。（そして極限がとれない）

81

分散の事前分布について

Gelman (2006), Polson & Scott (2010)は代わりに、
標準偏差に対する半コーシー（Half‐Cauchy）事前
分布を提案・推奨した

最近の/Stanのモデリングでは、この設定か、もし

くは一様事前分布か、が使われることが多いよう
に感じられる

 P&S (2011)は標準半コーシー分布を推奨
Gelmanは半コーシーを含む、半t族の分布を推

奨し、尺度パラメータは事前知識にあわせて選
ぶのがよいとしている 82

半コーシーはどんな分布？

Stanはデータがなくても実行できる

83

data {
}
parameters {
real<lower=0> sigma1;
real<lower=0> sigma2;
real<lower=0> sigma3;
}
model {
sigma1 ~ cauchy(0, 1);
sigma2 ~ cauchy(0, 2.5);
sigma3 ~ cauchy(0, 5);
}

fit.hc <‐ stan(file = "half_cauchy.stan“
,iter=10000)
launch_shinystan(fit.hc)

半コーシーはどんな分布？

単峰形で裾が長く、正の領域のみに密度をもつ

84

,
,

,

14



たまに、とても大きな値が出る（分散・SD系の分布
の特徴）

85

半コーシーはどんな分布？ 事前分布の設定は悩ましい

例：原子力の確率的リスク評価（PRA）専門家会議
議事録... 

86

http://www.genanshin.jp/report/praparameterstudy/praparameterstudy_20140528.html

87

 機器故障率の推定手法に関する解決策の検討
常時参加者より、機器故障率の推定手法に関する解決策の検討
について説明した。
概要は以下のとおり。各事前分布についてWBICによる比較、シ
ミュレーションによる検証を実施。

 WBICにより確率モデルと事前分布の組み合わせが真の分布にど
れだけ近いかを検証でき、本検討では共役事前分布が最も良い
結果を得た。

 Brute‐force simulationにより観測データを再現しうるσとμの組み
合わせを検証し、本検討では一様分布は実際の分布が大きくず
れていた。

 階層ベイズから得たσとμを基に実故障件数と観測件数を算出し、
故障件数の推定値が観測結果と一致するかシミュレーションし、
本検討では共役事前分布はほぼ再現できており、Half‐Cauchy＋
正規分布は保守的な結果、26ヵ年手法は大幅にずれていた。

 WAICを用いた交差検定により、本検討では共役事前分布とHalf‐
Cauchy＋正規分布について良い結果を得た。

 今後、事前分布を共役事前分布、Half‐Cauchy分布に絞り、事前
分布のパラメータの計算方法（経験ベイズ法、米国データを用い
た事前分布）を決め、複数機器による事前分布の結果の比較を
実施する

http://www.genanshin.jp/report/praparameterstudy/praparameterstudy_20140528.html

分布の設定

データ発生分布と事前分布はともに統計モデル
を構成し、研究者のデータに対する考えを表すも
のである

それがデータに適しているかは、

事後予測チェック

モデル選択

などによって検証される

88

89

schools_sim <‐ extract ( fit.hm , permuted=TRUE)

attach(schools_dat)
n_sims <‐ length( schools_sim$lp_ )
y_rep <‐ array(NA , c (n_sims , J) )
for ( s in 1 : n_sims ){
y_rep[s, ] <‐ rnorm (J ,schools_sim$theta[s, ] ,sigma)
}

par (mfrow=c (5,4) , mar=c(4,4,2,2))
hist (y , xlab= "" , main="y",breaks=seq(‐55,55,11))
for ( s in 1 : 19){
hist(y_rep[s , ] , xlab="" , main=paste("y_rep",s ),
breaks=seq(‐55,55,11))
}

Rによる視覚的事後予測チェックの例

90

視覚的事後予測チェック
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窒素量についての20回の観測値 [g]

 うち12回： 大気中の窒素量

 うち8回：化合物の反応後の窒素量

モデル：




91

うまくいかなかった事後予測チェックの例
(Jeffreys, 1961;
Stern and Sinharay, 2005)

（←条件によらず共通）

（←Jeffreysの無情報事前分布） 92

うまくいかなかった事後予測チェックの例
(Stern and Sinharay, 
2005, Fig 1)

自己相関 autocorrelation

「ラグ の自己相関」とは、

時点iと、時点(i+t)との相関係数

したがって、

ラグ０の自己相関は常に1である

あまり自己相関の高いMCMC列は効率が悪い
93

各時点が全然似ていない系列 近い時点がちょっと似てる系列

実効サンプルサイズ effective sample size

 回の をまわしたとき


全ラグの自己相関の総和


以上のラグの自己相関の総和

よって

実効サンプルサイズ≦実際のサンプルサイズ

自己相関が高いほど、実効サンプルサイズが
小さくなる

実効サンプルサイズがNの10%以下になると問
題が起こっているとされる

94

現在のモデルを、ほかの合理的なモデルに変えた
とき、事後推論はどれだけ変わるのか？

事前分布

データ分布

使う変数 など

感度分析の結果があまり変化しないモデル・推論
は、頑健（robust）であるという

いくつかの事前分布（に限らないが）の設定を試し
て結果を比較してみるのはひとつの方法 95

感度分析（sensitivity analysis）

96

事前分布設定法の具体例

16



97

データ

研究

効果量の値

データ１

研究１

効果量の値1

データ２

研究２

効果量の値2

データ３

研究３

効果量の値3

……

効果量を統合

（b）メタ分析（a）通常の分析 クロンバックのα (Cronbach, 1951, Pmtrk)

もっとも重要で，かつよく利用される信頼性指標のひとつ
(Cortina, 1993, J Appl Psych)

Cronbach (1951, Pmtrk)の被引用回数は6,500を超え，
Watson & Crick (1953, Nature)のDNA二重らせん論文構
造のよりも多い (Sijtsma, 2009, Pmtrk)

αの値を報告することは，心理学・社会科学・医学と関連
分野における慣例となっている (Schmitt, 1996, Psych 
Assess; Tavakol & Dennick, 2011, Int J Med Educ)

98

クロンバックのαのメタ分析

単一の研究だけからは信頼性の強い証拠は得られない

複数の研究成果の統合により，強固な証拠が得られる

信頼性一般化（reliability generalization, RG; Vacha‐Haase, 
1998, Educ Psych Meas）研究の提案

しかし，RGには統一的な理論的背景が存在せず場当た
り的である．また，αの標本分布を考慮していない
(Sawilowsky, 2000, Educ Psych Meas)

Rodriguez and Maeda (2006, Psych Meth): 精度の重みづ
けに標本分布を用いる、αのメタ分析を提案

Brannick and Zhang (2013, Res Synth Meth): 上記を拡張し
ベイズアプローチによるαのベイズメタ分析を提案 99

ベイズアプローチによるαのメタ分析

Brannick and Zhang (2013, Res Synth Meth)が利点として
挙げていること：

 縮約推定を行うことができ、小標本でも解が安定

 調整変数などを柔軟にモデリングできる

 予測区間，信用区間が得られる

本研究でのさらなる提案

 研究者のαに関する情報仮説(informative hypothesis)
を，先行研究に基づいて評価することができる

 ベイズ推定による情報仮説の評価（Hoijtink, 2011, 
CRC）の枠組みを用いる

100

情報仮説の評価

101

ベイズファクター（Bayes Factor）
2つの仮説（モデル）の，事後オッズと事前オッズの比

データによって与えられた，仮説 に比して仮説 を
支持する程度（オッズ）の変化率を表す

102

（Bernardo & Smith, 1994; Lavine & Schervish, 1999, JASA）
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情報仮説のベイズファクター

 ：無制約仮説 の事前分布のうち，情報仮説 と一
致する割合（仮説の複雑さ, complexity）

 ：無制約仮説 の事後分布のうち，情報仮説 と一
致する割合（仮説の当てはまり, fit）

仮説 と を比較するベイズファクターは

103

（Klugkist, Laudy, and Hoijtink, 2005, Psych Meth）

仮説 と を比較するベイズファクター は、問題に
よって上限値が定まってしまう。しかし、「仮説 は正しく
ない」という仮説 （補仮説complement hypothesis）と
比較した はそうした上限値を持たない

近年こちがが推奨されてきている（Mulder, 2014a,b）

情報仮説のベイズファクター

104

Mulder J. (2014a) Bayes factors for testing inequality constrained hypotheses: Issues 
with prior specification. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 
67, 153‐171.
Mulder J. (2014b) Prior adjusted default Bayes factors for testing (in)equality 
constrained hypotheses. Computational Statistics and Data Analysis, 71, 448‐463.

メタ分析

情報仮説

メタ分析にお
けるベイズ推
定による情報
仮説の評価

105

Existing New!

Okada (in revision). Bayesian meta‐analysis of 
Cronbach’s alpha to evaluate informative hypotheses.

例：Cronbachのαのメタ分析モデル

106

の世界 の世界

 : 研究ｉで報告されたα


∗: 研究ｉのαの母数値

 : 超母集団のαの母数値









 ,

データ生成分布

事前分布

(Brannick & Zhang, 2013, Res Synth Meth; Okada, in revision)

先行研究

107

Peterson (1994, J Consumer Research): 報告されて
いるクロンバックのαの値を網羅的に調べた

先行研究

108

Peterson (1994, J Consumer Research)で報告され
た分位点

これにもっともよく当てはまるベータ分布は、
get.beta.par() 関数（rriskDistributionパッケージ）を
使うと、

分位点 α
.25 .70
.50 .79
.51 .80
.86 .90

18



２種類の事前分布

109

結果

110

無情報
事前分布

情報アリ
事前分布

推定結果は
ほぼ事前分布
の影響を受けない！

結果

111

無情報
事前分布

情報アリ
事前分布

推定結果は
ほぼ事前分布
の影響を受けない！

結果（ベイズファクター）

112

事前分布が違うので、２つの事前分布のもとでの
ベイズファクターの値は異なる。が、いずれの場
合も強く情報仮説を支持する結果が得られた。

113

Books

「BDA3」
(2014)

114
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「犬３匹本」
(2010)

115

「犬4匹本」
(2014)

116

「コワイ本」
「赤い人の本」
(2014)

117 118

ShinyStan

Shiny

 が開発している、グラフィックスと アプ
リ化のためのパッケージ

119

shinyStanで何ができるか

 （八学校）

120
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shinyStanのインストール



にあるとおり、

install.packages("devtools")
library(devtools) 
source_url("https://github.com/stan‐
dev/shinystan/raw/master/install_shinystan.R") 
install_shinystan()

でよいはずだ が、 版でデモを実行する
と 121

マルチバイト文字の問題が起きている







122

そこでロケールを変更（英語環境に）





今度はうまく行くはず！

ただ日本語が文字化けてしまうので、使い終わっ
たらロケールを日本語に戻す



 ファイルにも日本語が入っていると×

そのうち解決されると思います
123

124

記憶の研究例

10. 記憶の保持（memory retention）
記憶保持と時間の関係：エビングハウス1880s
項目を記憶してもらい、時間経過につれて、どれ
だけの項目を記憶していられたかを調べる

ここでは18項目

125

Lee & Wagenmakers (2014)
指数型衰弱モデル exponential decay model



 時刻ｔにおける記憶率（ ）

 時点

 （記憶の）減衰率

 ベースライン

126

Lee & Wagenmakers (2014)

21



描いてみる

127

a <‐ 0.01; b <‐ 0
Fx <‐ function(x) exp(‐a*x)+b
curve(Fx, from=0,to=200,ylim=c(0,1))

a <‐ 0.01; b <‐ 0.4
Fx <‐ function(x) exp(‐a*x)+b
curve(Fx, from=0,to=200,ylim=c(0,1),add=T,col="blue")

a <‐ 0.1; b <‐ 0
Fx <‐ function(x) exp(‐a*x)+b
curve(Fx, from=0,to=200,ylim=c(0,1),add=T,col="red")

a <‐ 0.2; b <‐ 0.3
Fx <‐ function(x) exp(‐a*x)+b
curve(Fx, from=0,to=200,ylim=c(0,1),add=T,col="green")

描いてみる

128

確率的現象としてのデータを生み出す真のメカニズ
ムを、確率分布を用いて表現（近似）したもの

"All models are wrong, but some are useful"
― George E. P. Box

 や ではなく、役に立つモデルを構築・評価した
い

129

統計モデルとは

(pic: wikipedia)

10.1 個人差のないモデル

130

Lee & Wagenmakers (2014)

Stanコード

131

1. // Retention With No Individual Differences
2. data { 

int ns;
3. int nt;
4. int k[ns ‐ 1,nt ‐ 1];
5. int t[nt];
6. int n;
7. }
8. parameters {
9. real<lower=0,upper=1> alpha;
10. real<lower=0,upper=1> beta;
11. } 
12. transformed parameters {
13. matrix<lower=0,upper=1>[ns,nt] theta;
14. // Retention Rate At Each Lag For Each Subject Decays Exponentially
15. for (i in 1:ns) {
16. for (j in 1:nt) {
17. theta[i,j] <‐ fmin(1, exp(‐alpha * t[j]) + beta);
18. }
19. }
20. }

Stanコード

132

model {
// Priors
alpha ~ beta(1, 1);  // can be removed
beta ~ beta(1, 1);  // can be removed
// Observed Data
for (i in 1:(ns ‐ 1))
for (j in 1:(nt ‐ 1))
k[i,j] ~ binomial(n, theta[i,j]);
}
generated quantities {
int<lower=0,upper=n> predk[ns,nt];
// Predicted Data
for (i in 1:ns)
for (j in 1:nt)
predk[i,j] <‐ binomial_rng(n, theta[i,j]);
}

22



10.2 個人差モデル

133

Lee & Wagenmakers (2014)

Stanコード

134

// Retention With Full Individual Differences
data { 
int ns;
int nt;
int k[ns ‐ 1,nt ‐ 1];  // excluding missing values
int t[nt];
int n;
}
parameters {
vector<lower=0,upper=1>[ns] alpha;
vector<lower=0,upper=1>[ns] beta;
} 
transformed parameters {
matrix<lower=0,upper=1>[ns,nt] theta;
// Retention Rate At Each Lag For Each Subject Decays Exponentially
for (i in 1:ns)
for (j in 1:nt)
theta[i,j] <‐ fmin(1.0, exp(‐alpha[i] * t[j]) + beta[i]);
}

Stanコード

135

model {
// Priors
alpha ~ beta(1, 1);  // can be removed
beta ~ beta(1, 1);  // can be removed
// Observed Data
for (i in 1:(ns ‐ 1))
for (j in 1:(nt ‐ 1))
k[i,j] ~ binomial(n, theta[i,j]);
}
generated quantities {
int<lower=0,upper=n> predk[ns,nt];
// Predicted Data
for (i in 1:ns)
for (j in 1:nt)
predk[i,j] <‐ binomial_rng(n, theta[i,j]);
}

10.3 階層（構造化）個人差モデル

136

Lee & Wagenmakers (2014)

Stanコード

137

// Retention With Structured Individual Differences
data { 
int ns;
int nt;
int k[ns ‐ 1,nt ‐ 1];
int t[nt];
int n;
}
parameters {
vector<lower=0,upper=1>[ns] alpha;
vector<lower=0,upper=1>[ns] beta;
real<lower=0,upper=1> alphamu;
real<lower=0,upper=1> betamu;
real<lower=.001> alphalambda;
real<lower=.001> betalambda;
} 

transformed parameters {
matrix<lower=0,upper=1>[ns,nt] theta;
real<lower=0> alphasigma;
real<lower=0> betasigma;

alphasigma <‐ inv_sqrt(alphalambda);
betasigma <‐ inv_sqrt(betalambda);

// Retention Rate At Each Lag For Each Subject Decays Expone
for (i in 1:ns)
for (j in 1:nt)
theta[i,j] <‐ fmin(1.0, exp(‐alpha[i] * t[j]) + beta[i]);
}

Stanコード

138

model {
// Priors For Group Distributions
alphamu ~ beta(1, 1);  // can be removed
betamu ~ beta(1, 1);  // can be removed
alphalambda ~ gamma(.001, .001)T[.001,];
betalambda ~ gamma(.001, .001)T[.001,];
// Parameters For Each Subject Drawn From Gaussian Group 
Distributions
for (i in 1:ns)  {
alpha[i] ~ normal(alphamu, alphasigma)T[0,1];
beta[i] ~ normal(betamu, betasigma)T[0,1];
}
// Observed Data
for (i in 1:(ns ‐ 1))
for (j in 1:(nt ‐ 1))
k[i,j] ~ binomial(n, theta[i,j]);
}

generated quantities {
int<lower=0,upper=n> predk[ns,nt];

// Predicted Data
for (i in 1:ns)
for (j in 1:nt)
predk[i,j] <‐ binomial_rng(n, theta[i,j])
}
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