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＜図書＞

著者名 書名 出版者 発行年 総ページ数

高井啓二,

星野崇宏,

野間久史(著)

星野崇宏,

岡田謙介(編)

欠測データの統計科学 岩波書店 2016年 231

永野裕之(著)

岡田謙介(監修)

統計学のための数学教
室

ダイヤモンド社 2015年 400

＜雑誌論文＞

著者名 論文表題 雑誌名(巻） 頁 発行年 査読

北條大樹,

岡田謙介

評定尺度における反応
傾向を考慮した係留寸
描データのベイズ的項
目反応モデル

データ分析の理論と応
用

－ 2017年 有

北條大樹,

岡田謙介

ロジスティック型項目
反応理論モデルにおけ
るJAGSとStanを用いた
推定の比較評価

専修人間科学論集心理
学篇 第7巻

25–33 2017年 無

Kensuke Okada,

Takahiro Hoshino

Researchers’ choice of the

number and range of levels

in experiments affects the

resultant variance-

accounted-for effect size

Psychonomic Bulletin &

Review
1-30 2016年 有

Kensuke Okada

Negative estimate of

variance-accounted-for

effect size: How often it is

obtained, and what

happens if it is treated as

zero

Behavior Research

Methods.
1-9 2016年 有

Kensuke Okada,

Michael D. Lee

A Bayesian approach to

modeling group and

individual differences in

multidimensional scaling

Journal of Mathematical

Psychology vol.70
35–44 2016年 有

Takashi Kusumi,

Hiroshi Yama,

Kensuke Okada,

Satoru Kikuchi,

Takahiro Hoshino

A national survey of

psychology education

programs and their content

in Japan

Japanese Psychological

Research vol.58
4–18 2016年 有

小林哲朗・岡田謙介
特集「計量政治学と行
動計量学の接点」にあ
たって

行動計量学 43巻 111–112 2016年 無

岡田謙介

ベイズ推定による情報
仮説の評価：その理論
と各種モデルへの応用
について

専修人間科学論集心理
学篇 第6巻

9–17 2016年 無

研究員氏名 岡田　謙介



岡田謙介

心理学と心理測定におけ
る信頼性について：
Cronbachのα係数とは何
なのか，何でないのか

教育心理学年報 71-83 2015年 無

Kensuke Okada

Bayesian meta-analysis of

Cronbach's alpha to

evaluate informative

hypotheses

Research Synthesis

Methods
1-14 2015年 有

Yusuke Takahashi,

Kensuke Okada,

Takahiro Hoshino,

Tokie Anme

Developmental trajectories

of social skills during early

childhood and links to

parenting practices in a

Japanese sample

PLoS One, 10(8):

e0135357
1-14 2015年 有

波田野結花,
吉田弘道,
岡田謙介

教育心理学研究におけ
る p 値と効果量による解
釈の違い

教育心理学研究, 63 151-161 2015年 有

＜学会発表＞

発表者名 発表標題 学会名 開催地 発表年

岡田謙介
心理学・行動科学にお
けるベイジアンモデリ
ング

日本行動計量学会第44

回大会チュートリアル
セミナー

札幌学院大学 2016年8月

Kensuke Okada,

Michael D. Lee,

Joachim Vandekerckhove

Modeling number of

answered items in Large-

scale online surveys

 Abstract Booklet of the

49th Annual Meeting of

the Society for

Mathematical Psychology,

42-43

New Jersey, USA 2016年

T. Tanaka,

Machia Okubo,

Yoshihiko Kunisato,

Kensuke Okada

A hierarchical diffusion

model account of the gaze

cueing paradigm

Abstract Booklet of the

49th Annual Meeting of

the Society for

Mathematical Psychology,

63

New Jersey, USA 2016年

Daiki Hojo,

Kensuke Okada

Bayesian multidimensional

item response models for

measuring response styles

using anchoring vignettes

Abstract Booklet of the

49th Annual Meeting of

the Society for

Mathematical Psychology,

65

New Jersey, USA 2016年

北條大樹・岡田謙介

反応傾向バイアスに対
処するための新たな係
留寸描法データ分析モ
デル

日本計算機統計学会第
30回シンポジウム講演
論文集, 11-14

静岡県 2016年

岡田謙介・星野崇宏

実験条件を増やすと効
果量は小さくなる― 「効
果量ハッキング」の危険
性とその対処法につい
て―

日本教育心理学会第58

回総会発表論文集, 564
香川大学 2016年

北條大樹・岡田謙介
係留寸描法データのベ
イズ多次元IRTモデル

日本行動計量学会第44

回大会発表論文抄録
集, CA1-10

札幌学院大学 2016年

高橋雄介・岡田謙介
調査データの回答バイ
アスの補正方法としての
係留寸描法の有効性

2016年度人工知能学会
全国大会論文集, 3B3-

NFC-05a-2

北九州国際会議場 2016年


