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胸に残り離れない苦いレモンの匂い

知命の歳を過ぎたからというのではないが，少
しだけ自分の学生の頃の思い出話をして本稿をス
タートさせることにする。

授業や実習での経験をのぞけば，心理学者が実
際問題としての統計学的な何かに初めてさらされ
るのは卒業研究や修士研究であろう。私もそう
だ。授業のときはほとんど読まなかった教科書

（肥田野・瀬谷・大川， 1961） を今も後生大事に
持っているが，そこに挟まれているメモには，修
論（Tomonaga, 1990）の際にお世話になったカイ
二乗検定の計算の仕方が記されている。ただし，
いまだになぜ分割表のカウントデータにはカイ二
乗検定で，度数が小さいときはイエーツの補正が
必要なのか，十分には理解できてはいない。

私が初めに相手にした研究対象は一人のチンパ
ンジーだった。いきなり N=1 型研究からのスター
トだ。おのずと進むべき道はスキナリアンの牙城
である実験的行動分析ということになる。修士研
究のとき参考にしたハトにおける選択的注意の研

究は N=2 だった （Reynolds, 1961）。しかも 2 個体
の間で結果が違う。さらに統計的検定などかけ 
らもない。そういうところから私のキャリアは 
始まった。修士を終えるころまで，本当に統計に
ついては無知だった。あの頃もう少しきちんと勉
強しておけばよかった。これが本稿の Take-Home 
Messageのひとつだ。まさに，胸に残り離れない
苦いレモンの匂いがする。

もうひとつ，いまだに強く覚えているのが，博
士課程のときに読んだ Rescorla の研究だ（たとえ
ば，Rescorla, 1990）。とはいえ，内容そのものは
残念ながらほとんど覚えていない。しかし，結果
のグラフの美しかったこと。統制条件で値が小さ
く，実験条件でははるかに大きい。統計的検定を
かけるまでもなかろうといわんばかりの説得力あ
るデータだ。いわゆる Visual inspection のみで OK

（見ればわかる） という感じである （実際にはノン
パラメトリック検定をかけていた）。実験とはこ
うでなくてはならない。条件間の比の差分の比を
とるなどデータをこねくり回してやっと「有意
差」が出てくるような研究は実験計画の段階です
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In this paper, I comment on the current rise in the application of Bayesian statistics within the field of 
psychology, as the user views it. The merit of Bayesian statistics has recently been emphasized as a last 
resort to overcome the weakness of the null hypothesis significance test (NHST), which is a main issue in 
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でにダメなのだ。これに類したことを誰かに言わ
れた覚えがある。しかし，そんなクリアカットな
実験事実はもうすでに出尽くした感がする。みん
な重箱の隅の無の荒野で小さな物語を延々と書き
続けているかのようだ。

20th Century Toy, I wanna be your boy

さて，今回の特集号のテーマは「統計革命」で
ある。もちろん合言葉はベイズ。ただし，その方
向性は密接に関連しあう 2 つに大きく分かれてい
る。一つはベイズ統計による仮説の評価，もう一
つはベイジアン統計モデリングだ。詳細な議論は
各玉稿に譲り，有意義なコメントは私以外の 2 名
の方に任せるとする。私は，一ユーザーの視点か
ら少しだけ述べることにしたい。

この 2 つの方向性は，ともに心理学データの分
析に関わるが，前者は特に最近話題になっている
再現可能性問題（たとえば，友永・三浦・針生，
2016）の中でもクローズアップされてきた NHST

（帰無仮説有意差検定， Null Hypothesis Significance 
Testing） や QRPs に対する決定打の一つとして急
浮上してきた。一方後者は，単にデータ解析とし
てのモデリングという意味合いを超えて，「心の
モデル」という側面を通じて新たな （？） 人間観
を提示しようという壮大な絵が描かれていくよう
だ（たとえば，中村，2018）。

心理学史に疎い私は，今目撃しているかもしれ
ない統計革命が，実は NHST 導入時にもあったの
かもしれないと思い，昔の実験心理学の論文を少
し拾い読みしてみた。たぶん，戦中から戦後にか
けて「何か」があったに違いない。というのも，
以前「動物心理学研究」誌にいつ頃から「p 値」
が現れたかをざっくりと調べたことがあり （友
永， 2010），1948 年にその兆しがあり，1953 年に
は 浅 見 千 鶴 子 氏 に よ る 論 文 に お い て 明 確 に 
NHST が出現してからだ（浅見， 1953）。Journal 
of Experimental Psychology 誌の 1940 年から 5 年ご
とにこれまたざっくりと調べてみると，1940 年
にはほとんどが記述統計のみだったのに対し
1955 年になると 9 割の論文で NHST が採用され
ていた。その割合は右肩上がりで増えていた。

「おおこれは大発見！」と思ったのもつかの間，
本特集号にコメントを寄せておられる南風原

（2014，本特集号の南風原（2018） によるコメン
ト論文も参考のこと）によると，ちょうどこの頃
に，Reitz （1934） による行動科学への分散分析の
導入に端を発する Inference Revolution が心理学界
を席巻したということらしい（「よって，本デー
タには新奇性がないので貴誌への掲載を却下しま
す」）。

残念ながら，当時の NHST の心理学における受
容過程に関する研究にまであたる気力がなかった
ので，ここからは推理に過ぎないのだが，NHST
導入を広げていったアーリーアダプターたちはそ
の数学的な意味を十分に理解していたにちがいな
い。導入初期はもしかしたら，NHST も適切に使
用されていたのかもしれない。いや，あるいは，
導入初期から p 値の解釈の誤用が一定割合で存在
していたのだろうか？ いずれにせよ，続く「マ
ジョリティ」が NHST をどんどん使うようになる
と，NHST は自身の研究結果に基づく議論を補強
するための道具（あるいは「おもちゃ」）と化し
ていったはずだ。その行きつく先が QRPs であり，
再現可能性問題なのだろう。そして今， 20 世紀の
おもちゃに代わる武器が新たなアーリーアダプ
ターたちによって導入されつつある。彼らはそれ
を熟知している。私たちはそうではない。

Bang!  Bang!  Maxwell’s silver hammer  
came down upon her head

たとえば，金属製の細長い先端のとがったもの
を叩いて打ち込むことによって 2 つの木材をつな
ぎとめることのできる道具があるとしよう。はじ
めのうちは，その道具が「なぜ」その金属製のも
のを打ち込むことによって木材を固定できるのか
をユーザーは十分に理解しながら，その道具のど
のあたりを握り，どれくらいの強さで振りおろせ
ばよいか，その時の角度は，打ち込む前の下処理
はどうすればよいか，といったことを覚えてい
く。しかしこの道具が一般化してくると，その力
学的な原理などはすっ飛ばして「どうすれば打ち
込めるか」という技術論だけでこの道具を使いこ
なせるユーザーが多数を占めるようになる。その
うち，ちょっと「釘」が曲がってもうまく帳尻を
合わせるテクニックなどが巷間に広がる。「多少
変な打ち方でも木材が固定できればいいんで
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デリングは実際のデータをもとに考えるので既定
のベイジアンファクターに達するまでデータを増
やしていってもよいらしい。帰無仮説そのものを
支持することができるらしい。はあ，なんだか夢
のようだ。

いやしかし，ちょ待てよ。実際に研究の現場で
は，これまでと同じことをやっているはずなの
に。いまでは QRPs として唾棄されるようになっ
たものが，分析法 （道具） を変えるだけで再び
OK になるのか？ ベイズにすることで，実験計画
から研究倫理審査書類の書き方まで変える必要が
あるのか？実は多くのユーザーはそんなことを考
えているのではないだろうか。実際にはその背後
には頻度論とベイズ論の理論的差異が厳然と存在
するはずだが，そういった誤解をていねいに説き
伏せていかないと同じ轍を踏むのは目に見えてい
る。アーリーアダプター以降の単なるユーザーた
ちは，インパクトドライバーのような夢の道具と
簡単なマニュアルを与えられると，いとも簡単に
彼女の頭にそれを振りおろしてしまう。結局，四
半世紀後にはポステリアハッキングやらなにやら
新しい QRPs に悩まされるのではないかと少し危
惧している。

Drive my car

結局のところ，本特集号にコメントを寄せた林
（2018） も述べているように，ベイズになったか
らといって QRPs がどこまで解消され，失墜した
らしい心理学への信頼がどれくらい回復するのか
私にはわからない。わかるのは，少なくとも私の
手持ちのデータにはベイズの方が「安全・安心」
かもしれない，ということぐらいか。ただし，私
の手元にある実験データは t 検定しようが，ノン
パラにしようが，GLMM にかけようが，ベイズ
で分析しようがほぼ同じ結果をはきだす。いやこ
れはましな方だ。別のデータはそれぞれで違う結
果を出力するかもしれない。どれを採択すべき
か，私には自信がない。詳しい人に尋ねても「グ
グレカス」と言われるだけだ。そんな私がユー
ザーとして予測するのは，林（2018）が予測する
事故を起こしやすい AT 車の世界だ。ユーザーは
敷居が低く，だれからも文句を言われない道具を
求めている。今は p 値がディスられてみんな右往

しょ。」
いきなり金づちの話をしてしまったが，NHST

についても同じようなことが言えるのではなかろ
うか。心理学の研究者の大半は「統計」の研究者
ではない。「統計」のユーザーなのだ。最近の再
現可能性問題や QRPs 問題において，統計学をき
ちんとわかっていればこんなことにはならないの
にと嘆いている方も多いかもしれない。しかし，
私たちは安全・安心な道具を探し求めているだけ
であって，道具の動作原理やその科学的背景にま
で思いをいたす人は意外と少ないのではないか。
日曜大工講座で教えるのは金づちの正しい振りお
ろし方であって，その力学的原理ではない。実
際，本特集号の巻頭言において三浦・岡田・清水

（2018）は NHST の「本質をじゅうぶんに理解せ
ぬままに『有意性検定のレールに載せる』ことの
必要性だけが厳格に叫ばれたこと，レールに載せ
さえすれば自分の主張を通せる，とばかりの誤用
を看過してきたことの罪は軽くない」 （p. 2） と述
べている。私たちユーザーの多くは金づちが釘の
頭に向かって振りおろすものであって，彼女の頭
に振りおろすのではない，ということがわかって
いないのだ。ではどうするか。もちろん新しい道
具だ。ベイズだ，ということになる。なるのか？ 
本当に。

I’m searching, searching for good dreams

岡田（2018）のチュートリアル的論文によるベ
イズ統計（というかベイズファクターという新し
い道具）の説明は私のような立場の人間にはとて
も魅力的だ。私の立場というのは，N=100,000 と
かのビッグサンプルでえいやと実験し力技で研究
をするのではなく，たかだか数個体のチンパン
ジーを相手にして，時系列効果や履歴効果に悩ま
されながら反復測定を行って細々と研究を行い，
こんな実験計画でも使える「検定」はないかと 
日夜さまよっている者ということだ。1 個体を

「母集団」とみなした分散分析（いいのか？）や
N=5 とかでの t 検定（いいのか？），並べ替え検
定や，最近では GLMM なるものも「発見」 し，
嬉々として使ったりしている。そんな時にベイズ
である。ベイズ統計によるモデリングは少ない
データ数でもなんとかなるらしい。ベイジアンモ
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者の無知による杞憂であることを切に祈る。なぜ
ならば，光が射す方はそちらしかないからだ。

And in the end

細かいことをぐちぐちと書いてきた。こんな 
コメントでいいのかとも思うが，一ユーザーとし
てはこの程度のことしか書けない。ソ連崩壊の
1991 年をロシア革命の終焉とするなら，その寿
命は 74 年くらいだ。p 値の寿命がこれくらいか。
フランス革命はナポレオン帝政をその終焉ととら
えるならわずか 10 年の命だ。SEM はこれくら
い？で，このベイズの流れが革命になるのか流行
で終わるのかはもう少し見極めは必要かもしれな
いが（林，2018），なんだかんだ言っても少しは
期待している。だから，次の論文はベイズで行く

（かもしれない）。
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われたらみんな乗るに決まっている。そしてその
車内には胸に残り離れない苦いレモンの匂いが
漂っている。

光の射す方へ

行きつく先は無の荒野か。いや，そうでないと
信じたい。それを防ぐのは，もしかすると「オー
プンサイエンス」なのかもしれない。道は険しそ
うだが（三浦，2018）。個人的には，オープンア
クセスやある意味での市民科学（たとえば，宮崎

（2016））には明るい未来がありそうだ。ただ，
オープンデータについてはどうだろう。三浦

（2018） や大向（2018） が言うような公共オープン
データについては，特に異論はない。しかし，各
研究者が血へどを吐く思いをして得た競争的資金
を基に血へどを吐く思いで日夜研究をして得た研
究データを論文公表とともに公共のものとするこ
とに，言いようのない感覚を覚えるのもまた事実
だ。いうなれば「ただ乗られ感」だろうか。近年
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オープンマテリアルとして開示されていれば，他
の研究者や市民による事後検証が格段に容易にな
る。しかし，データを情報としてとらえるのでは
なく，ある研究者がコストをかけて生み出した果
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て別の研究者が新たな知見を発見するということ
もあるだろう。でも，それってフリーライダーぽ
くない？

実際はそうではないのかもしれない。アカデミ
アはより優れた知見が生み出されること自体を善
とするのかもしれない。しかし，三浦（2018）が
指摘するような ResearchGate 問題や Sci-Hub 問題
が起きているのも事実だ。論文が果実であるな
ら，データも果実だよね。「もぐもぐタイムに流
出品種のイチゴを食べるのはいかがなものか。」
そう思う者が増えてくると，オープンデータ利用
者はその目的がどのようなものであってもフリー
ライダー扱いされかねない。このような懸念が筆
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