
　による統計解析

三中 信宏
minaka@affrc.go.jp
http://leeswijzer.org

〒 305-8604 茨城県つくば市観音台 3-1-3 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

農業環境変動研究センター 統計モデル解析ユニット専門員 

租界Ｒの門前にて：統計言語「Ｒ」との極私的格闘記録 

http://leeswijzer.org/R/R-top.html

教科書と参考書

奥村晴彦『R で楽しむ統計』（2016 年 9 月 15 日刊行，共立出版［Wonderful R・1］, 

東京 , x+190 pp., 本体価格 2,500 円 , ISBN:978-4-320-11241-4）

青木繁伸『R による統計解析』（2009 年 4 月 15 日刊行，オーム社，x + 322 pp., 本体

価格 3,800 円，ISBN:978-4-274-06757-0）

Jared P. Lander［高柳慎一・牧山幸史・簑田高志訳｜ Tokyo.R 協力］『みんなの R：

データ分析と統計解析の新しい教科書』（2015 年 6 月 22 日刊行，マイナビ，東京，

447 pp., 本体価格 3,800 円 , ISBN:978-4-8399-5521-2）

石田基広『R で学ぶデータ・プログラミング入門：RStudio を活用する』（2012 年 10

月 25 日刊行，共立出版，東京，viii+278 pp., 本体価格 3,200 円，ISBN:978-4-320-

11029-8）

大森崇・阪田真己子・宿久洋『R Commander によるデータ解析・第 2 版』（2014 年

1 月 25 日刊行，共立出版，東京，x+221 pp., 本体価格 2,800 円，ISBN:978-4-320-

11084-7）

嶋田正和・阿部真人『R で学ぶ統計学入門』（2017 年 1 月 27 日刊行，東京化学同人，

東京 , xii+281 pp., 本体価格 2,700 円 , ISBN:978-4-8079-0859-2）

Michael J. Crawley 著［野間口謙太郎・菊池泰樹訳］『統計学：R を用いた入門書 改

訂第 2 版』（2016 年 4 月刊行，共立出版，本体価格 4,600 円，ISBN:978-4-320-

11154-7）



R-introduction.R
minaka
Thu Aug 3 15:01:36 2017

#ーーーーーーーーーー

#【データの読みこみ】

#ーーーーーーーーーー

#Ｒにデータを入力するには：

#　１）コマンドラインからの入力

#　２）ファイルからの入力

#の二つの方法があります．ファイルからの入力に関してはテキストファイルやエクセルのスプレッドシー

トはもちろんSASやSPSSなど他の統計ソフトウェアのデータ形式でもいインポートできます．

#コマンドラインからのデータ入力

#　　簡単なデータならばコマンドラインから直接キー入力してもいいでしょう．

#［例］11個の数値データを	daily.intake	に格納する（「c(	)」はベクトル）

daily.intake <- c(5260,5470,5640,6180,6390,6515,6805,7515,7515,8230,8770)

#	daily.intake	の内容表示

daily.intake

##		[1]	5260	5470	5640	6180	6390	6515	6805	7515	7515	8230	8770

#	このように入力されたデータについては，たとえば平均（mean）・標準偏差（sd）・分散（var）・分位

点（quantile）などの記述統計量を下記のように計算できます．

#平均

mean(daily.intake)

##	[1]	6753.636

#標準偏差

sd(daily.intake)

##	[1]	1142.123

#分散

var(daily.intake)

##	[1]	1304445

#分位点

quantile(daily.intake)



##			0%		25%		50%		75%	100%	

##	5260	5910	6515	7515	8770

#また，母平均μに関する仮説をｔ検定することもできます：

t.test(daily.intake,	mu=7725)

##	

##		One	Sample	t-test

##	

##	data:		daily.intake

##	t	=	-2.8208,	df	=	10,	p-value	=	0.01814

##	alternative	hypothesis:	true	mean	is	not	equal	to	7725

##	95	percent	confidence	interval:

##		5986.348	7520.925

##	sample	estimates:

##	mean	of	x	

##		6753.636

#ーーーーーーーーーーーーー

#【正規分布に関連する関数】

#ーーーーーーーーーーーーー

#平均0,	標準偏差0.8の正規分布の確率密度関数（dnorm）

x <- seq(-3,	3,	0.05)

plot(x,dnorm(x,	mean=0,	sd=0.4),	type="n")

curve(dnorm(x,	mean=0,	sd=0.8),	type="l",add=T)

#正規分布の確率分布関数（pnorm）とその逆関数（qnorm）

curve(pnorm(x,	mean=0,	sd=0.8),	type="l",	lty=3,	add=T)

#下側5％点の表示

abline(h=0.05)

lower.alpha5 <- qnorm(0.05,	mean=0,	sd=0.8)

lower.alpha5

##	[1]	-1.315883

abline(v=lower.alpha5)

points(lower.alpha5,	0.05,	cex=3.0,	pch="*")

#上側5％点の表示

abline(h=0.95)

upper.alpha5 <- qnorm(0.05,	mean=0,	sd=0.8,	lower.tail = FALSE)

upper.alpha5

##	[1]	1.315883



abline(v=upper.alpha5)

points(upper.alpha5,	0.95,	cex=3.0,	pch="*")

#下側1％点の表示

abline(h=0.01,	lty=2)

lower.alpha1 <- qnorm(0.01,	mean=0,	sd=0.8)

lower.alpha1

##	[1]	-1.861078

abline(v=lower.alpha1,	lty=2)

points(lower.alpha1,	0.01,	cex=3.0,	pch="*")

#上側1％点の表示

abline(h=0.99,	lty=2)

upper.alpha1 <- qnorm(0.01,	mean=0,	sd=0.8,	lower.tail = FALSE)

upper.alpha1

##	[1]	1.861078

abline(v=upper.alpha1,	lty=2)

points(upper.alpha1,	0.99,	cex=3.0,	pch="*")



#正規乱数（rnorm）の生成とヒストグラム表示

#10乱数

random.norm <- rnorm(10,	mean=0,	sd=0.8)

hist(random.norm,	freq=F)

#1000乱数

random.norm <- rnorm(1000,	mean=0,	sd=0.8)

hist(random.norm,	freq=F)



#1000000乱数（密度関数描画）

random.norm <- rnorm(1000000,	mean=0,	sd=0.8)

hist(random.norm,	freq=F)

curve(dnorm(x,	mean=0,	sd=0.8),	add=T)



#正規分布のパラメーター（1）——平均μを変える

x <- seq(-4,	4,	0.01)

plot(x,	dnorm(x,	mean=0,	sd=0.5),	type="n")

title("Normal	Distribution\nmean=0	->	2.0")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(dnorm(x,	mean=0.5*(i-1),	sd=0.5),	type="l",	add=T)



#正規分布のパラメーター（2）——分散σ^2を変える

x <- seq(-4,	4,	0.01)

plot(x,	dnorm(x,	mean=0,	sd=0.5),	type="n")

title("Normal	Distribution\nsd=0.5	->	2.5")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(dnorm(x,	mean=0,	sd=0.5*i),	type="l",	add=T)



#標準正規分布（平均0，分散1）への変換

#変換前の正規乱数と密度関数

mean1 <- 1.0

sd2 <- 2.0

plot(x,	dnorm(x,	mean=0,	sd=1),	type="n")

x <- rnorm(10000,	mean=mean1,	sd=sd2)

hist(x,	freq=F,	density=25,	angle=135,	add=T)

curve(dnorm(x,	mean=mean1,	sd=sd2),	type="l",	lty=2,	lwd=2,	add=T)

#変換後の標準正規乱数と密度関数

hist((x - mean1)/sd2,	freq=F,	density=25,	angle=45,	add=T)

curve(dnorm(x,	mean=0,	sd=1),	type="l",	lty=1,	lwd=2,	add=T)





#ーーーーーーーーーーーーーーーーー

#【正規分布のもとでの棄却域の図示】

#ーーーーーーーーーーーーーーーーー

#正規分布（平均0,	標準偏差0.8）の図示

x <- seq(-3,3,0.01)

plot(x,dnorm(x,mean=0,sd=0.8),type="n")

curve(dnorm(x,mean=0,sd=0.8),type="l",add=T)

#棄却水準（α＝0.05）を設定と表示

alpha <- 0.05

title("Alpha=0.05")

#左側棄却域の表示

xmin <- -3

xmax <- 3

critical.left <- qnorm(alpha/2,	mean=0,	sd=0.8)

xaxis <- seq(xmin,	critical.left,	length=100)

yaxis <- c(dnorm(xaxis,	mean=0,	sd=0.8),	0,	0)

yaxis <- c(dnorm(xaxis,	mean=0,	sd=0.8),	0,	0)

xaxis <- c(xaxis,	critical.left,	xmin)

polygon(xaxis,	yaxis,	density=25)

#右側棄却域の表示

critical.right <- qnorm(alpha/2,	mean=0,sd=0.8,lower.tail=F)

xaxis <- seq(critical.right,	xmax,	length=100)

yaxis <- c(dnorm(xaxis,	mean=0,	sd=0.8),	0,	0)

xaxis <- c(xaxis,	xmax,	critical.right)

polygon(xaxis,	yaxis,	density=25)

#棄却域タイトル表示

ypos <- dnorm(critical.left,	mean=0,	sd=0.8)

text(xmin,	ypos,	"rejection\nregion",	adj=0)

text(xmax,	ypos,	"rejection\nregion",	adj=1)

#受容域タイトル表示

text((critical.left+critical.right)/2,	2*ypos+0.02,	"acceptance	region")

xaxis <- c(rep(critical.left,2),	rep(critical.right,2))

yaxis <- c(2*ypos-0.02,	2*ypos,	2*ypos,	2*ypos-0.02)

lines(xaxis,yaxis)



#α＝0.05での棄却水準値

critical.left

##	[1]	-1.567971

critical.right

##	[1]	1.567971

#ーーーーーーーーーーーーー

#【χ二乗分布に関連する関数】

#ーーーーーーーーーーーーー

#χ二乗分布の密度関数（dchisq）を表示

x <- seq(0,	20,	0.01)

plot(x,	dchisq(x,	5),	type="n")

curve(dchisq(x,	10),	type="l",	add=T)



#χ分布のパラメーター——自由度を変える

x <- seq(0,	20,	0.01)

plot(x,	dchisq(x,	5),	type="n")

title("Chi-square	Distribution\ndf=5	->	10")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(dchisq(x,	5+i),	type="l",	add=T)



#ーーーーーーーーーーーー

#【ｔ分布に関連する関数】

#ーーーーーーーーーーーー

#t分布の密度関数（dt）を表示し，標準正規分布と比較

x <- seq(-4,	4,	0.01)

plot(x,	dt(x,	20),	type="n")

curve(dt(x,	5),	type="l",	add=T)

curve(dnorm(x),	type="l",	lty=2,	add=T)

#５％点の表示

abline(h=0.05)

lower.alpha5 <- qt(0.05,	5)

lower.alpha5

##	[1]	-2.015048

abline(v=lower.alpha5)

points(lower.alpha5,	0.05,	cex=3.0,	pch="*")

upper.alpha5 <- -lower.alpha5

upper.alpha5

##	[1]	2.015048



abline(v=upper.alpha5)

points(upper.alpha5,	0.05,	cex=3.0,	pch="*")

#t分布のパラメーター——自由度を変える

x <- seq(-4,	4,	0.01)

plot(x,	dt(x,	20),	type="n")

title("t	Distribution\ndf=5	->	1")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(dt(x,	5-(i-1)),	type="l",	add=T)



#ーーーーーーーーーーーー

#【F分布に関連する関数】

#ーーーーーーーーーーーー

#F分布の密度関数（df）を表示

x <- seq(0,	4,	0.01)

plot(x,	df(x,	15,	50),	type="n")

curve(df(x,	13,	50),	type="l",	add=T)

#F分布の確率分布関数（pf）を表示

curve(pf(x,	13,	50),	type="l",	lty=3,	add=T)

#5％点の表示

abline(h=0.05)

lower.alpha5 <- qf(0.05,	13,	50)

lower.alpha5

##	[1]	0.4321874

abline(v=lower.alpha5)

points(lower.alpha5,	0.05,	cex=3.0,	pch="*")

abline(h=0.95)

upper.alpha5 <- qf(0.05,	13,	50,	lower.tail = FALSE)

upper.alpha5



##	[1]	1.921429

abline(v=upper.alpha5)

points(upper.alpha5,	0.95,	cex=3.0,	pch="*")

#1％点の表示

abline(h=0.01,	lty=2)

lower.alpha1 <- qf(0.01,	13,	50)

lower.alpha1

##	[1]	0.2962809

abline(v=lower.alpha1,	lty=2)

points(lower.alpha1,	0.01,	cex=3.0,	pch="*")

abline(h=0.99,	lty=2)

upper.alpha1 <- qf(0.01,	13,	50,	lower.tail = FALSE)

upper.alpha1

##	[1]	2.508328

abline(v=upper.alpha1,	lty=2)

points(upper.alpha1,	0.99,	cex=3.0,	pch="*")



#F分布のパラメーター（1）——分子自由度n1を変える

x <- seq(0,	4,	0.01)

plot(x,	df(x,	15,	50),	type="n")

title("F	Distribution\nn1=13	->	5")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(df(x,	13-2*(i-1),	50),	type="l",	add=T)

#F分布のパラメーター（2）——分母自由度n2を変える

x <- seq(0,	4,	0.01)

plot(x,	df(x,	15,	50),	type="n")

title("F	Distribution\nn2=50	->	10")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(df(x,	13,	50-10*(i-1)),	type="l",	add=T)



#F分布のパラメーター（3）——分子と分母の自由度を同時に変える

x <- seq(0,	4,	0.01)

plot(x,	df(x,	15,	50),	type="n")

title("F	Distribution\nn1=13	->	5\nn2=50	->	10")

ffoorr (i iinn 1:5) curve(df(x,	13-2*(i-1),	50-10*(i-1)),	type="l",	add=T)




