
Rと RStudioの使い方

芳賀敏郎（2016）医薬品開発のための統計解析 第３部 非線形モデル
3 計数値の解析

3.4 多項分布（名義尺度）
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テキストと利用上の注意
テキスト

芳賀敏郎（2016）医薬品開発のための統計解析
第３部 非線形モデル 改訂版、サイエンティスト社、p.288
（サイトへアップすることに対して、サイエンティスト社の了解を得ています）

Rによる解析事例を紹介
R スクリプトの出力結果を紹介します（tidyverse系には次期バージョンで対応します）
R スクリプト（文字コードUTF-8に設定）を、このサイトからダウンロードできます
R スクリプトを [Compile Report]することにより、Wordまたは HTML で見ることができます
R と RStudio の設定と基本的な使い方は「 R と RStudio の使い方」を参照してください
R の出力結果の見方は、テキストとそれを解説した PDF ファイルを参照してください
本PDFファイルをダウンロードし、Adobe Acrobat Reader DCで注釈のメモを表示してください

自己責任で利用
上記のことを理解した上で、自己責任により利用してください
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https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/GreenRscript3-3.zip
https://mkkmkk.com/r/
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-4.pdf


第３部 非線形モデル
1. 非線形最小２乗法（基礎）

1.1線形と非線形、1.2 非線形最小２乗法の基本的な考え方、1.3 指数曲線のあてはめ、
1.4 Emaxモデルとロジスティック曲線

2. 非線形最小２乗法（応用）
2.1 誤差を考慮した解析、2.2 効力比、2.3併用効果（相乗・拮抗交換）、
2.4 モデルの探索（複数の曲線の同時あてはめ）、2.5 薬物動態の解析

3. 計数値の解析
3.1 ２項分布、3.2 割合の推定・検定と区間推定、3.3 割合の差の推定・検定と区間推定、
3.4 多項分布（名義尺度）、3.5 多項分布（順序尺度）、3.6 要因が複数の場合

4. ロジスティック回帰分析
4.1 復習、4.2 ロジスティック回帰分析（基本）、4.3ロジスティック回帰分析（応用）
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クロス集計表の作成

xtabs関数の使い方
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの内容に進む前に、R による分割表の作成方法、すなわちクロス集計を説明します。xtab 関数を使います。



分割表の作成
スクリプトファィル：Green3-3-4d.R
利用した関数：xtabs、factor
方法：Excel ファイルから読み込んだデータフレームと、それをクロス集計して作成した分割表
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データフレーム

集計した結果

##    group event
## 1      A   yes
## 2      A    no
## 3      B    no
## 4      A   yes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
## 8      B    no
## 9      A   yes
## 10     A   yes
## 11     B   yes
## 12     B   yes
## 13     A   yes
## 14     A    no
## 15     B   yes

##    group event freq
## 1      A   yes   6
## 2      A    no   2
## 3      B   yes   3
## 4      A    no   4

度数

##      event
## group yes no
##     A   6  2
##     B   3  4 分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　スクリプトファイルは、Green3-3-4d.R です。この番号は、第3部－3章－4節という意味で、複数ある場合は a、b、c、d を付けています。　左のように、Excelファイルから読み込んだデータをデータフレームに付値しました。データは group 列のカテゴリーが「A、B」で、２群になります。event 列のカテゴリーが「yes、no」で、これは副作用のあり／なし、死亡／生存などの二値データです。　このデータフレームを集計して、右のような表を作成します。上の表は、度数を表す freq 列が追加され、group と event　のカテゴリーこどに集計されています。　これを、group と event でクロス集計した２×２分割表で表すと下の表になります。　



分割表の作成
スクリプトファィル：Green3-3-4d.R
利用した関数：xtabs、factor
方法：Excel ファイルから読み込んだデータフレームと、それをクロス集計して作成した分割表
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データの形
度数としてまとめてない場合
度数としてまとめてある場合

カテゴリーの数と順序関係
２つ（二値データ）→ ２項分布

「yes, no」

３つ以上 → 多項分布
順序がない場合
「typeA, typeB, typeC」

順序がある場合
「none, low, medium, high」

##    group event
## 1      A   yes
## 2      A    no
## 3      B    no
## 4      A   yes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
## 8      B    no
## 9      A   yes
## 10     A   yes
## 11     B   yes
## 12     B   yes
## 13     A   yes
## 14     A    no
## 15     B   yes

##    group event freq
## 1      A   yes   6
## 2      A    no   2
## 3      B   yes   3
## 4      A    no   4

データフレーム

集計した結果

度数

##      event
## group yes no
##     A   6  2
##     B   3  4 分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　左のデータフレームと、右の集計結果は同じデータです。しかし、左の場合は度数がなく、右上の場合は度数があるという違いがあります。　また、カテゴリーの数が「yes, no」の２つの場合は２項分布に従います。　一方、「typeA, typeB, typeC」のように、３つの場合は多項分布に従うので、分析方法が変わってきます。また、カテゴリーが３つ以上になると、「typeA, typeB, typeC」のようにカテゴリー間に順序関係がない場合と、「none, low, medium, high」のようにカテゴリー間に順序関係がある場合で、解析方法が異なります。　



分割表の作成
スクリプトファィル：Green3-3-4d.R
利用した関数：xtabs、factor
方法：Excel ファイルから読み込んだデータフレームと、それをクロス集計して作成した分割表
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##    group event
## 1      A   yes
## 2      A    no
## 3      B    no
## 4      A   yes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
## 8      B    no
## 9      A   yes
## 10     A   yes
## 11     B   yes
## 12     B   yes
## 13     A   yes
## 14     A    no
## 15     B   yes

##    group event Freq
## 1      A   yes   6
## 2      A    no   2
## 3      B   yes   3
## 4      A    no   4

データフレーム df1

集計した結果：データフレーム df2

df2 <- data.frame(table(

group = df1$group, 

event = df1$event))
度数の列名は、
自動的に「Freq」になる

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 なお、左のデータフレーム df1 から、右上の度数のあるデータフレーム df2 を作成するには、右下のスクリプトを使います。この関数を使うと、オレンジ枠のように、度数の列は自動的に「Freq」 になります。F は大文字です。



分割表の作成（クロス集計）
事例１：カテゴリカル変数１個、カテゴリー２個
スクリプトファイル：Green3-3-4d.R
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tb11 <- xtabs(~ event, data = df1)
tb11

## event
##  no yes 
##   6   9

df1$group <- factor(df1$group, levels = c("A", "B"))
df1$event <- factor(df1$event, levels = c("yes", "no") )

tb12 <- xtabs(~ group + event, data = df1)
tb12

##      event
## group yes no
##     A   6  2
##     B   3  4

df1

チルダ「~」 event

文字コードの順番

変数名が反映
##    group event
## 1      A   yes
## 2      A    no
## 3      B    no
## 4      A   yes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
## 8      B    no
## 9      A   yes
## 10     A   yes
## 11     B   yes
## 12     B   yes
## 13     A   yes
## 14     A    no
## 15     B   yes

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　分割表を作成する関数はいくつかありますが、ここでは xtabs 関数を使った事例を取り上げます。　　事例１、カテゴリカル変数が１つで、カテゴリー数が２の例です。　左側に示したように、Excelファイルからデータを読み込んで、オブジェクト df1 に付値しました。df1 の内容は、group 列と event 列からなり、group は「A、B」のカテゴリーが２つ、event は「yes、no」のカテゴリー２つです。「A、B」、「yes、no」に順序の関係はありません。また、度数の列はありません。　xtabs 関数を使い、引数に「~(チルダ)　event」 を指定して、その結果を tb11 に付値しました。オレンジ枠のように、変数「evnet」のカテゴリー「yes、no」で集計した表が得られます。ブルー枠で示したように、「no、yes」の順になっています。これは、集計した結果が、列名の文字コードの順に並んだからです。この表示される位置関係は、その後のグラフ表示やオッズなどの計算に影響します。　そこで、その下のように、factor 関数で、データフレームの行と列の属性を設定します。



分割表の作成（クロス集計）
事例２：カテゴリカル変数２個、カテゴリーがそれぞれ２個
スクリプトファイル：Green3-3-4d.R
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tb11 <- xtabs(~ event, data = df1)
tb11

## event
##  no yes 
##   6   9

df1$group <- factor(df1$group, levels = c("A", "B"))
df1$event <- factor(df1$event, levels = c("yes", "no") )

tb12 <- xtabs(~ group + event, data = df1)
tb12

##      event
## group yes no
##     A   6  2
##     B   3  4

df1

位置を設定因子型に設定

~ group + event
表側 表頭

levels の設定順２×２分割表

##    group event
## 1      A   yes
## 2      A    no
## 3      B    no
## 4      A   yes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
## 8      B    no
## 9      A   yes
## 10     A   yes
## 11     B   yes
## 12     B   yes
## 13     A   yes
## 14     A    no
## 15     B   yes

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　事例２、カテゴリカル変数が２個で、カテゴリーがそれぞれ２個の場合です。　データフレームの group と event を、factor関数で因子型に指定しました。また、ブルー枠のように、levels 引数で、水準の位置を指定しました。ここでは、「A、B」、「yes、no」 の位置関係にしてあります。　次に、xtabs 関数で、引数に「~ group + event」という式を設定して、その結果を tb12 に付値しました。tb12を表示させると、オレンジ枠で示したように、group と event でクロス集計した ２×２分割表が確認できます。　ブルー枠で示したとおり、分割表のカテゴリーの位置が 、levels で指定した「A、B」、「yes、no」 の位置になっています。ただし、「A、B」は、指定しなくてもこの位置関係で表示されます。　また、「group」が表側、「event」が表頭になっています。この位置は、xtabs 関数の中に指定する式において、最初に位置する変数が行（表側）、次に位置する変数が列（表頭）になります。　



事例２:カテゴリカル変数２個、
カテゴリーがそれぞれ２個

##      event
## group yes no
##     A   6  2
##     B   3  4

barplot(t(tb12), legend = TRUE)

Epi::twoby2(tb12)

## 2 by 2 table analysis: 
## ------------------------------------------------------
## Outcome   : yes 
## Comparing : A vs. B 
## 
##   yes no    P(yes) 95% conf. interval
## A   6  2    0.7500    0.3771   0.9370
## B   3  4    0.4286    0.1437   0.7702
##                                    95% conf. interval
##              Relative Risk: 1.7500    0.6806   4.4994
##          Sample Odds Ratio: 4.0000    0.4471  35.7876
##     Probability difference: 0.3214   -0.1467   0.6454

分割表の作成（クロス集計）
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yes の割合 →
yes/no に対するオッズ

Aの割合 － Bの割合
Aのオッズ／Bのオッズ

A B

no
yes

0
2

4
6

8

outcome: 第１列

Aの割合 ／ Bの割合

t 関数で転置

levels = c("A", "B"))
levels = c("yes", "no")

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　オレンジ枠に示したように、２×２分割表を作成できました。　この分割表を付値した「tb12」を、barplot に t 関数で転置させて渡すと、左のような積み上げ棒グラフが自動的に作成されます。「yes」が下で「no」が上、「A」が左で「B」が右です。この位置関係と levels 引数で指定した位置関係が対応します。　また、Epi パッケージの twoby2 関数に、この tb12 を渡すと、outcome すなわち「目標とする評価項目」が第１列の「yes」になります。したがって、割合は「yes」の割合になり、オッズは no に対する yes のオッズになります。その割合の比較は「A vs. B」になり、割合の比は「Aの割合 ／ Bの割合」、オッズ比は「Aのオッズ／Bのオッズ」、 割合の差は「Aの割合 － Bの割合」になります。　なお、twoby2 関数には引数 cutcome があり、この引数で outcome の対象を指定できます。 



分割表の作成（クロス集計）
事例３：カテゴリカル変数３個、カテゴリーがそれぞれ２個
スクリプトファイル
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##      sex    age event freq
## 1   male  young   yes   16
## 2   male  young    no   34
## 3   male mature   yes    5
## 4   male mature    no   43
## 5 female  young   yes   13
## 6 female  young    no   41
## 7 female mature   yes    6
## 8 female mature    no   43

df2

df2$sex <- factor(df2$sex, levels = c("male", "female"))
df2$age <- factor(df2$age, levels = c("young", "mature"))
df2$event <- factor(df2$event, levels = c("yes", "no") )

tb21 <- xtabs(freq ~ age + event, data = df2)
ftable(tb21)

##        event yes no
## age                
## young         29 75
## mature        11 86

tb22 <- xtabs(freq ~ sex + event, data = df2)
ftable(tb22)

##        event yes no
## sex                
## male          21 77
## female        19 84

度数

度数 ~ 変数 + 変数
行 列

ftabel 適度に空白が入って
見やすくなっている

Green3-3-4d.R

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　事例３、カテゴリカル変数が３個で、カテゴリーがそれぞれ２個の場合です。　左のように、Excelファイルからデータを読み込んだデータフレームを、オブジェクト df2 に付値しました。df2 の内容は、sex 列と age 列と event 列です。右端に freq 列、すなわち度数の列があります。　さきほどと同様に、factor 関数で因子型に設定し、それぞれのカテゴリー「male、emale」、「young、mature」、「yes、no」の位置を指定しました。　オレンジ枠で示したように、xtabs 関数によって、age と event の２×２分割表を作成しました。xtabs の引数は、「freq ~ age + event」、すなわち「度数~変数+変数」の形で、最初の変数age が分割表の行、２番目の変数 event が分割表の列になります。factor 関数の levels 引数で指定したとおりに並んでいます。指定しないと、文字コード順に並びます。　同様に、ブルー枠は、sex と event の分割表です。 　分割表を表示させる関数に、ftable関数があります。分割表に適度の空白が入り、見やすくなっています。



分割表の作成（クロス集計）
事例３：カテゴリカル変数３個、カテゴリーがそれぞれ２個
スクリプトファイル：Green3-3-4d.R
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##      sex    age event freq
## 1   male  young   yes   16
## 2   male  young    no   34
## 3   male mature   yes    5
## 4   male mature    no   43
## 5 female  young   yes   13
## 6 female  young    no   41
## 7 female mature   yes    6
## 8 female mature    no   43

df2 度数

tb23 <- xtabs(freq ~ I(age:sex) + event, data = df2)
ftable(tb23)

##               event yes no
## I(age:sex)                
## young:male 16 34
## young:female 13 41
## mature:male 5 43
## mature:female 6 43

tb24 <- xtabs(freq ~ age + sex + event, data = df2)
ftable(tb24)

##               event yes no
## age    sex                
## young  male          16 34
##        female        13 41
## mature male           5 43
##        female         6 43

I 関数の利用

２次元の分割表

３次元の分割表

(1)        (2)             (3)

(1)        (2)      (3)
集計した順番

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　同じ事例３で、データフレーム df2 を別の形の分割表にまとめます。　オレンジ枠で囲ったように、I（アイ）関数を使って、xtabs の引数に、「freq ~ I(age:sex) + event」 を渡すと、２つの変数のカテゴリーを組み合わせた新たなカテゴリーでクロス集計されます。　一方、ブルー枠で囲ったように、xtabs の引数に、「freq ~ age + sex + event」 を渡すと、３変数のカテゴリーでクロス集計されます。xtabs 関数の中で指定した(1)、(2)、(3) の順番に対応して、分割表も(1)、(2)、(3)　の順番で集計されます。　上下とも同じような分割表ですが、上は２次元の２×２分割表、下は３次元の分割表です。　３次元の分割表について、さらに詳しく説明します。



分割表の作成（クロス集計）
事例３：カテゴリカル変数３個、カテゴリーがそれぞれ２個
スクリプトファィル：Green3-3-4d.R
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tb24 <- xtabs(freq ~ age + sex + event, data = df2)
ftable(tb24)

##               event yes no
## age    sex                
## young  male          16 34
##        female        13 41
## mature male           5 43
##        female         6 43

集計した順番

３次元分割表の指定方法
tb24[age         , sex      , event]のように、集計した順番で指定

(1) tb24["young", "male", "yes"]・・・ブルー矢印の「16」
(2) tb24["young",              ,           ]・・・オレンジ枠の２×２分割表（age="young"に限定）
(3) tb24[               , "male",            ]・・・ブルー枠の２×２分割表（sex="male" に限定）

GTest(tb24[,"male", ], 

correct = "none") 

ブルー枠の
2×2分割表の
尤度比検定

３次元の分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　右下に示したスクリプトのとおり、３次元のクロス集計は、「freq ~ age + sex + event」のように指定して tb24 オブジェクトに付値しました。この分割表の一部を取り出して、関数の引数に渡すためには、クロス集計した順番で、tb24[age, sex, event] のように指定します。　(1) たとえば、この事例で tb24["young", "male", "yes"]のように指定すると、ブルーの矢印で示したように、分割表の左上の 16 が該当します。 　　(2) tb24["young",　,  ]のように、空白を作ると、その部分はすべてを表します。これを関数の引数に指定すると、オレンジ枠のように、age=young に限定して、sex と event の２×２分割表の部分を指定できます。  (3) tb24[  , "male",   ]のように指定すると、ブルー枠のように、sex=male に限定して、age と event の２×２分割表を指定できます。たとえば、左に示したスクリプトのように、tb24[,"male",] を　GTest 関数に渡すと、sex=male に限定して、age と event の２×２分割表の尤度比検定を行うことができます。



分割表の作成（クロス集計）
事例４：カテゴリカル変数３個、カテゴリー２,４,４個、１つのカテゴリーに順序関係あり

カテゴリーに順序を指定（クロス集計による分割表の作成方法は同じ）
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df3

##     group event degree freq
## 1 control  none   none  52 
## 2 control type1 low 10 
## 3 control type2 med   5 
## 4 control type3 high   3 
## 5 treated  none   none  33 
## 6 treated type1 low   8 
## 7 treated type2 med  10 
## 8 treated type3 high   9 

カテゴリー４つ df3$event <- factor(df$event, 
levels = c("none", "type1", "type2", "type3"))

df3$degree <- factor(df$degree,
levels = c("high", "med", "low", "none"),
ordered = TRUE)

df3$event

## Levels: none type1 type2 type3

df3$degree

## Levels: high < med < low < none 順序関係がある

順序関係がない

levels の位置で
順序を指定

levels で位置を
指定

順序に意味なし 順序に意味あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に、事例４、カテゴリーの順序に意味がある場合です。カテゴリカル変数が３個で、そのカテゴリーが２個・４個・４個、そのうちの一つのカテゴリーに順序関係があります。　左に示したデータをExcelファイルから読み込んで、オブジェクト df3 に付値しました。event 列と degree 列は、いずれもカテゴリーが４つです。　event 列のカテゴリーは、「none, type1, type2, type3」　で、順序に意味がないものとします。一方、degree 列は、「high, med, low, none」で、この順番で順序に意味があるものとします。　右のスクリプトの１行目、event列を factor 関数で因子型に指定し、levels 引数でカテゴリーの位置を指定しました。　その下のスクリプトで、degree列をfactor 関数で因子型に指定し、levels 引数でカテゴリーの位置を指定しました。さらに、ordered = TRUE と指定して、levels 引数で指定した位置で、順序関係を指定しました。　試しに、「df$event」と打ち込むと、４つのカテゴリーが並んで表示されますが順序関係は表示されません。一方、「df$degree」と打ち込むと、４つのカテゴリーが不等号付きで表示されます。大小関係、つまり順序関係があります。　　カテゴリー間に順序関係があっても、クロス集計による分割表の作成方法はこれまでと同じです。



分割表の作成
集計結果を格納するデータ構造：テーブル
スクリプトファイル： Green3-3-4d.R

データ構造 ベクトル
マトリックス（行列）
データフレーム
リスト
配列
テーブル・・・xtabsなどでの

集計結果、整数

15

tb12 <- xtabs(~ group + event, data = df1)
tb12

##      event
## group yes no
##     A   6  2
##     B   3  4

df1

データ構造：テーブル

##    group event
## 1      A   yes
## 2      A    no
## 3      B    no
## 4      A   yes
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
## 8      B    no
## 9      A   yes
## 10     A   yes
## 11     B   yes
## 12     B   yes
## 13     A   yes
## 14     A    no
## 15     B   yes

データ構造：データフレーム

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　なお、左の「データフレーム」から 、右下のスクリプトに示したように xtabs 関数で集計し、これをオブジェクトに付値すると、このオブジェクトは「テーブル」というデータ構造になります。これまでに、データ構造として、ベクトル、マトリックス、データフレームなどを使ってきました。これらとは異なるデータ構造になります。テーブルは、データフレームなどからの集計した結果を格納するデータ構造です。



集計結果を格納するデータ構造：テーブル
スクリプトファイル： Green3-3-4d.R

分割表の作成

16
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plot(tb)                               plot(mx)

mx <- matrix(c( 26,  4,
15, 15),
nrow = 2, ncol = 2,
byrow = TRUE)

dimnames(mx) <- list(group = c("A", "B"),
result = c("yes", "no"))

tb <- as.table(mx)

mx
##      result
## group yes no
##     A  26  3
##     B  15 15

tb
##      result
## group yes no
##     A  26  3
##     B  15 15

マトリックス mx 

テーブル tb

ベクトル c(26, ・・・)

テーブルに変換

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　右上のスクリプトのように、ベクトル c(26, 4, 15, 15) から、mx というマトリックスを作りました。dimnames 関数で行と列に名前を付けました。　この mx から 、as.table 関数を使って、tb というテーブルを作りました。　これらを出力すると、上のマトリックス mx も、下のテーブル tb も同じ内容です。　これを plot 関数に渡すと、マトリックスとテーブルで対応が異なります。左のように、テーブル tb を plot に渡した場合、モザイク図が表示されます。一方、右のようにマトリックス mx を　Plot に渡した場合、散布図が表示されます。このようにマトリックスとテーブルで対応が異なる関数もありますが、同様の対応をする関数もあります。



分割表の作成（分割表からデータフレームに変換）
スクリプトファィル：Green3-3-4d.R
利用した関数：reshape2::melt、lappoy、function、rep
方法：分割表からデータフレームに変換

17

tb12

##      event
## group yes no
##     B   3  4
##     A   6  2

df5

##   group event value
## 1     B   yes     3
## 2     A   yes     6
## 3     B    no     4
## 4     A    no     2

df5 <- melt(tb12)

df6 <- data.frame(lapply(
df5, function(i) rep(i, df5[,"value"]))) [-3]

df6

##    group event
## 1      B   yes
## 2      B   yes
## 3      B   yes
## 4      A   yes
## 5      A   yes
## 6      A   yes
## 7      A   yes
## 8      A   yes
## 9      A   yes
## 10     B    no
## 11     B    no
## 12     B    no
## 13     B    no
## 14     A    no
## 15     A    no青木(2009)

value を除去
（３列目）

自動的に命名

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　なお、これまで説明したきた操作とは逆の操作を補足します。つまり、分割表からデータフレームに変換する方法です。　左上の分割表 tb12 を、中央のデータフレームの形に戻すには、reshape2 パッケージの melt 関数を使います。度数の列名は自動的に value になります。　さらに、右のように度数の列がないデータフレームにするには、lapply 関数を使って戻します。これは青木(2009) から引用しています。



２項分布と多項分布

18

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ここで、二項分布と多項分布を簡単に整理しておきます。



２項分布と多項分布
２項分布と多項分布

２項分布
目的変数が２つのカテゴリー（２値データ）
2×2分割表、a×2分割表

多項分布
目的変数が３つ以上のカテゴリー
2×b分割表、a×b分割表（b≧3）

分割表の解析方法
割合の差の検定（prop.test）
尤度比検定（GTest、 assocstats）
Pearsnのカイ２乗検定（chisq.test､assocstats）
Fisher の正確検定（fisher.test）

19

2×2 分割表 a ×2 分割表

なし あり なし あり
対照群 52 18 対照群 42 18
比較群 33 27 比較群1 33 27

比較群2 24 36

2×b  分割表 a ×b  分割表

なし 発熱 下痢 なし 発熱 下痢
対照群 52 10 5 対照群 22 23 15
比較群 33 8 10 比較群1 29 21 10

比較群2 37 13 10

2×b  分割表 a ×b  分割表

－ ＋ ＋+ － ＋ ＋+
対照群 52 10 5 対照群 22 23 15
比較群 33 8 10 比較群1 29 21 10

比較群2 37 13 10

薬効

処理 副作用

処理 副作用

処理

処理 副作用

処理 副作用

処理 薬効

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これまで扱ってきた事例は、結果が「あり、なし」、「死亡、生存」など、カテゴリーが２つだけの場合でした。つまり二値データでした。これらの事象の起こる確率は、２項分布に従います。分割表にまとめると、上の２つの分割表、上段の左が2×2 分割表、右が a×2 分割表のようになります。　これに対して、結果が「なし」「発熱」「下痢」のように、３つ以上のカテゴリーがある事象の起こる確率は多項分布に従います。分割表にまとめると、中段と下段の４つの分割表になります。左が 2×b 分割表、右が a×b 分割表（b≧3）です。　これらの分割表を解析する方法として、割合の差の検定、尤度比検定、Pearsn のカイ２乗検定、Fisher の正確検定を R の関数で行いました。



２項分布と多項分布
２項分布と多項分布

２項分布
２項ロジスティック回帰→  glm

多項分布
多項ロジスティック回帰

名義ロジスティック回帰
b に順序がない→ nnet::multinom

など
順序ロジスティック回帰

b に順序がある→ MASS::polr
など
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2×2 分割表 a ×2 分割表

なし あり なし あり
対照群 52 18 対照群 42 18
比較群 33 27 比較群1 33 27

比較群2 24 36

2×b  分割表 a ×b  分割表

なし 発熱 下痢 なし 発熱 下痢
対照群 52 10 5 対照群 22 23 15
比較群 33 8 10 比較群1 29 21 10

比較群2 37 13 10

2×b  分割表 a ×b  分割表

－ ＋ ＋+ － ＋ ＋+
対照群 52 10 5 対照群 22 23 15
比較群 33 8 10 比較群1 29 21 10

比較群2 37 13 10

薬効

処理 副作用

処理 副作用

処理

処理 副作用

処理 副作用

処理 薬効

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　また、対数オッズ、すなわちロジットを用いてモデルをあてはめるロジスティック回帰を使う場合、オレンジ枠で示したように、二項分布を基に「ロジスティック回帰分析」を行いました。下のブルー枠の多項分布と区別して、「２項ロジスティック回帰」ともいいます。この解析には、R の glm 関数を使いました。　これに対して、ブルー枠の多項分布の場合は、「多項ロジスティック回帰」といいます。中段に示した副作用（なし、発熱、下痢）のように、カテゴリー間で順序がない場合は、「名義ロジスティック回帰」です。また、下段に示した薬効（-、+、++）のように、カテゴリー間に順序がある場合は、「順序ロジスティック回帰」です。　名義ロジスティック回帰では nnet パッケージの multinom 関数が代表的な関数です。順序ロジスティック回帰では、MASS パッケージの polr 関数が代表的な関数です。　



２項分布と多項分布
２項分布と多項分布

２項分布
２項ロジスティック回帰→  glm

多項分布
多項ロジスティック回帰

名義ロジスティック
b に順序がない→ nnet::multinom

など
順序ロジスティック

b に順序がある→ MASS::polr
など
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2×2 分割表 a ×2 分割表

なし あり なし あり
対照群 52 18 対照群 42 18
比較群 33 27 比較群1 33 27

比較群2 24 36

2×b  分割表 a ×b  分割表

なし 発熱 下痢 なし 発熱 下痢
対照群 52 10 5 対照群 22 23 15
比較群 33 8 10 比較群1 29 21 10

比較群2 37 13 10

2×b  分割表 a ×b  分割表

－ ＋ ＋+ － ＋ ＋+
対照群 52 10 5 対照群 22 23 15
比較群 33 8 10 比較群1 29 21 10

比較群2 37 13 10

薬効

処理 副作用

処理 副作用

処理

処理 副作用

処理 副作用

処理 薬効

本節

次節

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本節は b のカテゴリー間に順序関係がない場合を扱い、次節では順序関係がある場合を扱います。



多項分布：２×ｂ分割表

独立性の検定

22

p.187

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの説明に移ります。



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.1 ２×４の分割表の仮想データ

スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数：factor
方法

Excelファイルからデータを読み込み、
データフレームとして付値
（２つの異なる実験データを合わせて表示）

23

p.187

##     group event degree ｙ freq d dd
## 1 control  none   none  1   52 0 -1
## 2 control type1 low  2   10 0 -1
## 3 control type2 med  3    5 0 -1
## 4 control type3 high  4    3 0 -1
## 5 treated  none   none  1   33 1  1
## 6 treated type1 low  2    8 1  1
## 7 treated type2 med  3   10 1  1
## 8 treated type3 high  4    9 1  1

４つのカテゴリーに
順序関係がある

度数

df

df <- read_excel("Green3-3.xlsx", sheet = "34-2xb")
df <- data.frame(df)

df$group <- factor(df$group, levels = c("control", "treated"))

df$event1 <- factor(df$event,
levels = c("none", "type1", "type2","type3"))

４つのカテゴリーに
順序関係はない

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの説明に移ります。テキストの 187ページ、表示3.4.1 の表を R で作成します。スクリプトファイルは、Green3-3-4a.R です。なお、表示の番号は、3章－4節－1番目という意味です。スクリプトファイルの番号は、第3部－3章－4節という意味で、複数ある場合は a、b、c を付けています。　左下のスクリプトで、Excelファィルからデータを読み込み、オブジェクト df にデータフレームとして付値しました。　データは、右上に示したように、group 列は、「control、treated」の２群です。副作用を表すevent 列は、「none、type1、type2、type3」の４つのカテゴリーで、順序関係はありません。副作用の程度を表す degree 列は、「none、lowe、med、high」の４つのカテゴリーで、順序があります。このように、２つの異なる実験結果を合わせて表示していますので、注意してください。 度数を表す ferq 列があります。その隣の「d」と「dd」 はダミー変数１と２です。



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.1 ２×４の分割表の仮想データ

スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数：factor
方法

Excelファイルからデータを読み込み、
データフレームとして付値
（２つの異なる実験データを合わせて表示）

24

p.187

df <- read_excel("Green3-3.xlsx", sheet = "34-2xb")
df <- data.frame(df)

df$group <- factor(df$group, levels = c("control", "treated"))

df$event1 <- factor(df$event,
levels = c("none", "type1", "type2","type3"))

##     group event degree ｙ freq d dd
## 1 control  none   none  1   52 0 -1
## 2 control type1 low  2   10 0 -1
## 3 control type2 med  3    5 0 -1
## 4 control type3 high  4    3 0 -1
## 5 treated  none   none  1   33 1  1
## 6 treated type1 low  2    8 1  1
## 7 treated type2 med  3   10 1  1
## 8 treated type3 high  4    9 1  1

４つのカテゴリーに
順序関係はない

levels で
カテゴリーの位置を
設定

度数

df

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この節では、オレンジ枠で示したように、group 列、event 列、freq 列を使います。　group 列と event 列を、factor 関数で文字型から因子型にし、levels 引数で、カテゴリーの位置を指定しました。カテゴリーの位置の意味については、後で説明します。



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.1 ２×４の分割表の仮想データ

スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数：xtabs
方法
データフレームからクロス集計して
分割表を作成

25

p.188

##     group event degree ｙ freq d dd
## 1 control  none   none  1   52 0 -1
## 2 control type1 low  2   10 0 -1
## 3 control type2 med  3    5 0 -1
## 4 control type3 high  4    3 0 -1
## 5 treated  none   none  1   33 1  1
## 6 treated type1 low  2    8 1  1
## 7 treated type2 med  3   10 1  1
## 8 treated type3 high  4    9 1  1

tb1 <- xtabs(freq ~ group + event, data = df)
tb1

##          event
## group     none type1 type2 type3
##   control   52    10     5     3
##   treated   33     8    10     9

２×４分割表

クロス集計

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　xtabs 関数で、group と event のクロス集計を行い、２×４分割表を作成し、tb1 に付値しました。



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.2 ２×４の分割表のグラフ化
表示3.4.3 JMPによる棒グラフ
スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数： proportions、round、barplot

26

p.188

tb2 <- proportions(tb1, 1) # 行方向の割合
round(addmargins(tb2, 2), digits = 2)

##          event
## group     none type1 type2 type3 Sum
##   control 0.74  0.14  0.07  0.04 1.00
##   treated 0.55  0.13  0.17  0.15 1.00

barplot(t(tb1), beside = TRUE, legend = TRUE)
barplot(t(tb2))

control treated

none
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0

行の割合

凡例の表示

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　さらに、分割表の tb1 から、proportions 関数によって度数を行の割合に変換し、tb2 に付値しました。さらに、行の周辺合計を addmargins 関数で求め、出力しました。自動的に Sum 列が生成します。割合の合計ですから、Sum 列は１になっています。　この tb1 と tb2 から、barplot 関数を利用して表示3.4.2 の棒グラフを作成しました。左の棒グラフの縦軸は度数です。beside 引数を TRUE にすることにより、横並びの棒グラフになります。また、legend 引数で凡例を表しさせています。一方、右の積み上げ棒グラフの縦軸は割合です。　これらは、表示3.4.2、表示3.4.3 のグラフに相当します。



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.4 JMP [二変量の関係]の出力、表示3.4.5 分割表の尤度比検定

スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数： vcd::assocstats

DescTools::GTest
方法：尤度比検定、Pearsonのカイ２乗検定

27

p.190

assocstats(tb1) # 尤度比検定、カイ２乗検定
##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 8.5743  3 0.035520
## Pearson          8.4165  3 0.038144
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.247 
## Cramer's V        : 0.254

GTest(tb1, correct = "none") # 尤度比検定（G 検定）
## 
##  Log likelihood ratio (G-test) test of independence without correction
## 
## data:  tb1
## G = 8.5743, X-squared df = 3, p-value = 0.03552

##          event
## group     none type1 type2 type3
##   control   52    10     5     3
##   treated   33     8    10     9

tb1

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの表示3.4.4 と表示3.4.5 の尤度比検定と Pearson のカイ２乗検定を R で行いました。　左上に示した分割表 tb1 を、右上に示した vcd パッケージの assocstats 関数に渡すと、尤度比検定と Pearson のカイ２乗検定の結果が得られます。この結果は、表示3.4.4 と一致しています。　また、下に示したように、DestToos パッケージの GTest 関数を使うと、表示3.4.5 の尤度比検定の結果が得られます。 



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.4 JMP [二変量の関係]の出力
表示3.4.6 分割表のカイ２乗検定
スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数：chisq.test、round
方法

Pearson のカイ２乗検定
期待値、相対的外れを表示

28

p.191

chi_out <- chisq.test(tb1, correct = FALSE) 
chi_out

## 
##  Pearson's Chi-squared test
## 
## data:  tb1
## X-squared = 8.4165, df = 3, p-value = 0.03814

round(chi_out$expected, digits = 3)

##          event
## group       none type1 type2 type3
##   control 45.769 9.692 8.077 6.462
##   treated 39.231 8.308 6.923 5.538

round(chi_out$residuals, digits = 3)

##          event
## group       none  type1 type2 type3
##   control  0.921  0.099 -1.083 -1.362
##   treated -0.995 -0.107  1.169  1.471

期待度数

相対的外れ

連続修正なし

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの表示3.4.4 と表示3.4.6 の Pearson のカイ２乗検定を R で行いました。用いた関数は、chisq.test で、tb1 を渡して実行しました。　結果は、表示3.4.4、表示3.4.6 と一致しました。　オブジェクト chi_out に結果を付値し、戻り値として、chi_out$expected と chi_out$residuals を表示させると、表示3.4.6 にある期待度数と相対的外れを確認できます。いずれも、round 関数で四捨五入して小数点以下３桁まで表示させています。



多項分布：２×ｂ分割表
表示3.4.4 JMP [二変量の関係]の出力（補足）

スクリプトファィル：Green3-3-4a.R
利用した関数：fisher.test
方法

Fisher の正確検定を２×４分割表に適用
（両側検定）
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fisher.test(tb1) 

## 
##  Fisher's Exact Test for Count Data
## 
## data:  tb1
## p-value = 0.03968
## alternative hypothesis: two.sided

##          event
## group     none type1 type2 type3
##   control   52    10     5     3
##   treated   33     8    10     9

tb1

両側検定

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　なお、テキストにはありませんが、tb1 の分割表をFisher の正確検定で解析することも可能です。この場合は複数の割合がありますから、自動的に両側検定になります。



多項分布：２×ｂ分割表

名義ロジスティック回帰
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多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル：Green3-3-4b.R
利用した関数： nnet::multinom、factor
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df
##     group event degree ｙ freq d dd
## 1 control  none   none  1   52 0 -1
## 2 control type1 low  2   10 0 -1
## 3 control type2 med  3    5 0 -1
## 4 control type3 high  4    3 0 -1
## 5 treated  none   none  1   33 1  1
## 6 treated type1 low  2    8 1  1
## 7 treated type2 med  3   10 1  1
## 8 treated type3 high  4    9 1  1

df$group <- factor(df$group, levels = c("control", "treated"))
df$event <- factor(df$event, levels = c("none", "type1", "type2","type3"))

mn_out <- multinom(event ~ group, weights = freq, data = df, Hess = TRUE)

先頭

質的変数「group」を
２種類のダミー変数で表す
（前節 §3.3参照）
（第２部 §2.3参照）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、表示3.4.7 の　JMPの「名義ロジスティックのあてはめ」を R で行います。用いる関数は nnet パッケージの multinom 関数です。スクリプトファイルは、Green3-3-4b.R です。　データは、ここに示したように、最初に説明したデータフレーム df です。このうち、群の group 列、副作用の event 列、度数の freq 列、ダミー変数の d 列、dd列を使います。�　d 列、dd 列　は、質的変数 group に対応した２種類のダミー変数です。ダミー変数については、前節§ 3.3と、第２部§ 2.3 を参照してください。このテキストでは、「d」 をダミー変数1、「dd」をダミー変数２と呼んでいます。　

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-3-3R.pdf
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green2-2-3R.pdf


多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル：Green3-3-4b.R
利用した関数： nnet::multinom、factor
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df
##     group event degree ｙ freq d dd
## 1 control  none   none  1   52 0 -1
## 2 control type1 low  2   10 0 -1
## 3 control type2 med  3    5 0 -1
## 4 control type3 high  4    3 0 -1
## 5 treated  none   none  1   33 1  1
## 6 treated type1 low  2    8 1  1
## 7 treated type2 med  3   10 1  1
## 8 treated type3 high  4    9 1  1

df$group <- factor(df$group, levels = c("control", "treated"))
df$event <- factor(df$event, levels = c("none", "type1", "type2","type3"))

mn_out <- multinom(event ~ group, weights = freq, data = df, Hess = TRUE)

"contr.treatment"（デフォルト）
で処理する場合、
基準の control を先頭に置く

none を基準とした
オッズ比を計算
none を先頭に置く

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　質的変数 group をデフォルトの制約条件、すなわち、contrasts を "contr.treatment" に設定して用います。これにより、R の内部ではダミー変数１でで処理します。基準、すなわちゼロとなるカテゴリーを「control」 にするため、factor 関数の levels 引数で control を先頭に置きます。　また、event では、「none」 を基準として、noneに対する type1 のオッズ比、none に対する type2の オッズ比、none に対する type3 のオッズ比を計算します。そのため、factor 関数の levels 引数で、event の４つのカテゴリーのうち、「none」 を先頭に置きます。　multinom 関数に、「event ~　group」の形で式を渡します。weights 引数に度数　freq を渡します。この結果を mn_out オブジェクトに付値しました。



多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4b.R

利用した関数
nnet::multinom、summary

方法
説明変数に質的変数のgroup を使う
contrasts の設定はデフォルト
（"contr.treatment"）

表示3.4.7 の JMPの結果と一致しない
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mn_out <- multinom(event ~ group, weights = freq, 
data = df, Hess = TRUE)

summary(mn_out)

## Coefficients:
##       (Intercept) grouptreated
## type1 -1.648666    0.2313055
## type2 -2.341664    1.1475662
## type3 -2.852134    1.5525715
## 
## Std. Errors:
##       (Intercept) grouptreated
## type1 0.3453044    0.5239826
## type2 0.4681978    0.5911982
## type3 0.5936406    0.7027366

質的変数

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　その結果を summary 関数で出力させると、パラメータ推定値とその標準誤差が得られます。これは正しい結果ですが、表示3.4.7 の JMP の出力結果とは一致していません。　ここから、この理由を順番に説明していきます。　　



多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4b.R

利用した関数
nnet::multinom、summary

方法
説明変数にダミー変数１を使う
説明変数に groupを使った結果と一致
（ contrasts の設定はデフォルト）
group はダミー変数１で

処理されていることがわかる

表示3.4.7 の JMPの結果と一致しない
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mn_out1 <- multinom(event ~ d, weights = freq, 
data = df, Hess = TRUE)

summary(mn_out1)

## Coefficients:
##       (Intercept)         d
## type1 -1.648666 0.2313055
## type2 -2.341664 1.1475662
## type3 -2.852134 1.5525715
## 
## Std. Errors:
##       (Intercept)         d
## type1 0.3453044 0.5239826
## type2 0.4681978 0.5911982
## type3 0.5936406 0.7027366

ダミー変数１

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、multinom 関数に、「event ~　d」の式を渡して、説明変数にダミー変数１の「d」を使いました。この結果をオブジェクト mn_out1 に付値しました。　summary 関数で出力させると、パラメータ推定値と標準誤差は、説明変数に「group」 を使った場合の出力と一致します。つまり、質的変数「group」をデフォルトの制約条件で使った場合、つまり、contrasts を contr.treatment の設定で使った場合、ダミー変数１で処理されていることがわかります。



多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4b.R

利用した関数
nnet::multinom、summary

方法
説明変数にダミー変数２を使う
表示3.4.7 の JMPの結果と一致

JMPはダミー変数２で処理している
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mn_out2 <- multinom(event ~ dd, weights = freq,
data = df, Hess = TRUE)

summary(mn_out2)

## Coefficients:
##       (Intercept)        dd
## type1 -1.532938 0.1158710
## type2 -1.767889 0.5739790
## type3 -2.075985 0.7766544
## 
## Std. Errors:
##       (Intercept)        dd
## type1 0.2619852 0.2619852
## type2 0.2956090 0.2956090
## type3 0.3514172 0.3514172

ダミー変数２

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、multinom 関数に、「event ~　dd」として、説明変数にダミー変数２の「dd」を使いました。この結果をオブジェクト mn_out2 に付値しました。　summary 関数で出力させると、パラメータ推定値と標準誤差は、表示3.4.7 のJMPの出力結果と一致しました。JMP はダミー変数２を使っているのがわかります。　



多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4b.R

利用した関数
nnet::multinom、summary、factor

方法
group の制約条件を conr.sumに
変更してmultinom関数を実行
ダミー変数２を使った結果と一致
表示3.4.7 の JMPの結果と一致

JMPは質的変数をダミー変数２で
処理している
このパラメータ推定値は役立たないと
思われる（テキスト参照）
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levels(df$group) <- c("treated", "control")

mn_out3 <- multinom(event ~ group, 
weights = freq,
data = df, Hess = TRUE,

contrasts = list(group = "contr.sum"))
summary(mn_out3)

## Coefficients:
##       (Intercept)    group1
## type1 -1.532938 0.1158710
## type2 -1.767889 0.5739790
## type3 -2.075985 0.7766544
## 
## Std. Errors:
##       (Intercept)    group1
## type1 0.2619852 0.2619852
## type2 0.2956090 0.2956090
## type3 0.3514172 0.3514172

group の制約条件

基準(－１)

質的変数

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、質的変数group を使い、contrasts を contr.sum に設定し、この制約条件で multinom 関数を実行しました。　その前に、この制約条件を設定すると、factor 関数の levels 引数で設定したカテゴリーの位置で、末尾のカテゴリーが基準（－１）になります。ここでは、JMP 出力に合わせるため、control を基準にしたいので、levels 関数で control をカテゴリーの位置を末尾に移動させています。　summary関数の結果を見ると、ダミー変数２を使って得られた結果と同じパラメータ推定値が得られています。つまり、表示3.4.7 の JMP の結果と一致します。JMP は質的変数をダミー変数２で処理していることがわかります。　なお、このパラメータ推定値の出力は結果の解釈には役立ちません。その理由は、テキストを参照してください。



多項分布：２×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.7 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4b.R

利用した関数
nnet::multinom、summary、

anova、car::Anova
方法
切片のみのモデル（null モデル）と
あてはめたモデルの比較

↓
効果の尤度比検定

car::Anovaの利用
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mn_out0 <- multinom(event ~ 1, weights = freq, 
data = df, Hess = TRUE)

anova(mn_out0, mn_out, test = "Chisq")

## Likelihood ratio tests of Multinomial Models

## Response: event
## df Resid. Dev   Test    Df  LR stat.  Pr(Chi)
## 21   265.3756
## 18   256.8013 1 vs 2     3  8.574321  0.03552007

Anova(mn_out, type = 2)

## Response: event
##   LR Chisq Df Pr(>Chisq)  
## d   8.5743  3    0.03552 

null モデル

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、効果の尤度比検定です。　multinom 関数に、「envey ~ 1」を渡して解析した結果を、mn_out0 に付値しました。このモデルは切片だけの「null モデル」です。　この mn_out0 と、説明変数に質的変数「group」を使って得た mn_outを、anova 関数に渡しました。この結果は、表示3.4.7 の効果の尤度比検定の結果と一致します。　また、car パッケージの Anova 関数に mon_out を渡すと、同様に尤度比検定の結果が得られます。



多項分布：ａ×ｂ分割表
（ａ≧３、ｂ≧３）

独立性の検定
独立性の検定（多重比較）

残差分析
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、a×b 分割表です。a、b ともにカテゴリーの数が３以上です。　a×b 分割表について、独立性の検定と多重比較、カイ２乗検定の事後検定になる残差分析を R で行います。



多項分布：ａ×ｂ分割表
表示3.4.9 ４×４の分割表のカイ２乗検定

スクリプトファィル
Green3-3-4c.R

利用した関数
factor、xtabs、addmargins
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df1 <- read_excel("Green3-3.xlsx", 
sheet = "34-4x4")

df1 <- data.frame(df1)
df1$group <- factor(df1$group, 

levels = c("old", "new1", "new2", "new3"))
df1$event <- factor(df1$event, 

levels = c("A", "B", "C","D"))

tb1 <- xtabs(freq ~ group + event, data = df1)
tb2 <- addmargins(tb1, 2)
ftable(tb2)

##       event  A  B  C  D Sum
## group                      
## old          2  5  2  1  10
## new1 2  4  2  2  10
## new2 0  2  5  3  10
## new3 1  2  7  0  10

df1

##    group event freq
## 1    old     A    2 
## 2    old     B    5 
## 3    old     C    2 
## 4    old     D    1 
## 5   new1 A    2

・・・・・・・・・
## 14  new3 B    2
## 15  new3 C    7
## 16  new3 D    0

カテゴリーの
位置指定

４×４
分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストの表示3.4.9 の解析を R で行います。　右上に示したスクリプトのように、Excelファィルからデータを読み込み、オブジェクト df1 にデータフレームとして付値しました。さらに、factor 関数で文字型を因子型にし、カテゴリーの位置を指定しました。　左に示すように、読み込んだデータは、group列、event列、freq 列（度数）からなります。group 列のカテゴリーは「old, new1, new2, new3」　の４つ、event 列のカテゴリーは「A, B, C,　D」の４つです。group 、event ともにカテゴリー間に順序関係はありません。　右の中段から下に示したように、xtabs 関数で、group と event のクロス集計を行い、tb1 に付値しました。さらに、行方向の集計をして tb2 に付値し、これを ftable 関数で表示しました。4×4分割表になっています。



多項分布：ａ×ｂ分割表
表示3.4.9 ４×４の分割表のカイ２乗検定

スクリプトファィル
Green3-3-4c.R

利用した関数
chisq.test、ftable、round

方法
カイ２乗検定
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ftable(tb1)

##       event  A  B  C  D 
## group                      
## old          2  5  2  1 
## new1 2  4  2  2 
## new2 0  2  5  3 
## new3 1  2  7  0 

chi_out <- chisq.test(tb1, correct = FALSE)
chi_out
##  Pearson's Chi-squared test
## X-squared = 12.11, df = 9,p-value = 0.2072

chi_out$expected
##       event
## group     A    B C   D
##   old  1.25 3.25 4 1.5
##   new1 1.25 3.25 4 1.5
##   new2 1.25 3.25 4 1.5
##   new3 1.25 3.25 4 1.5

round(chi_out$residuals, digits = 3)
##       event
## group       A      B      C      D
##   old   0.671  0.971 -1.000 -0.408
##   new1 0.671  0.416 -1.000  0.408
##   new2 -1.118 -0.693  0.500  1.225
##   new3 -0.224 -0.693  1.500 -1.225

期待度数

相対的外れ

連続修正なし

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この分割表 tb1 を、chisq.test 関数に渡すことにより、Pearson のカイ２乗検定を実行します。correct 引数をFALSE にして、連続修正をしていません。この結果、カイ２乗値、p値は表示3.4.9 と一致します。　また、chisq.test の結果をchi_out に付値し、その戻り値 chi_out$expected と、chi_out$residuals を表示させて、期待度数と相対的外れを出力することができます。この値も、表示3.4.9 に一致しています。　なお、相対的外れは、round 関数を使って、小数点以下を3桁に四捨五入しています。



多項分布：ａ×ｂ分割表
表示3.4.10 分割表の尤度比検定、表示3.4.11 JMP[二変量の関係]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4c.R

利用した関数
chisq.test、ftable

方法
尤度比検定（G 検定）
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ftable(tb1)

##       event  A  B  C  D 
## group                      
## old          2  5  2  1 
## new1 2  4  2  2 
## new2 0  2  5  3 
## new3 1  2  7  0 

GTest(tb1, correct = "none")

## 
##  Log likelihood ratio (G-test) test of

independence without correction
## 
## data:  tb1
## G = 14.418, X-squared df = 9, p-value = 0.1082

assocstats(tb1)

##                     X^2 df P(> X^2)
## Likelihood Ratio 14.418  9  0.10821
## Pearson          12.110  9  0.20716
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.482 
## Cramer's V        : 0.318

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　さらに、右上のように、この分割表 tb1 を、DescTools パッケージの GTest 関数に渡すことにより、尤度比検定が実行できます。この結果は、表示3.4.10 と一致します。なお、尤度比検定は、G検定ともいわれます。　また、右下のように、この分割表 tb1 を、vcd パッケージの assocstats 関数に渡すことにより、カイ２乗検定と尤度比検定の両方の結果を表示することができます。この結果は、表示3.4.11 と一致します。



多項分布：ａ×ｂ分割表 多重比較（補足）
 a×b分割表の多重比較

スクリプトファィル：Green3-3-4e.R
利用した関数

rcompanion::pairwiseNominalIndependence、
lucid::lucid

事例：４群（A1, A2, A3, A4）ごとに100例を調査。
結果を４種類のパターン（B1,B2,B3,B4）に分類。
群間でパターンに違いがあるか

（永田・吉田, 1997）
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##      pattern
## group B1 B2 B3 B4
##    A1 14 16 30 40
##    A2 30 25 18 27
##    A3 18 32 25 25
##    A4 8 12 23 57

pw_out1 <- pairwiseNominalIndependence(
tb,
compare = "row",
fisher  = FALSE,
gtest = FALSE,
chisq = TRUE,
method  = "holm",
correct = "none",
cramer = FALSE,
digits  = 3)

lucid(pw_out1)
##   Comparison    p.Chisq p.adj.Chisq
## 1    A1 : A2 0.004        0.016    
## 2    A1 : A3 0.0208       0.0624   
## 3    A1 : A4 0.106        0.212    
## 4    A2 : A3 0.166        0.212    
## 5    A2 : A4 0.00000268   0.0000161
## 6    A3 : A4 0.0000121    0.0000605

比較対象

検定方法

有意水準の
調整方法

比較対象
表側 row

tb

分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストにはありませんが、a×b 分割表を全体で検定するのではなく、ペアごとの比較を繰り返す多重比較を行います。スクリプトファイルは、Green3-3-4e.R です。用いた関数は、rcopmanion パッケージの pairwiseNominalIndependence 関数です。　事例は、永田・吉田(1997) から引用しています。左下に示したように、４群（A1, A2, A3, A4）ごとに４つのカテゴリー（B1,B2,B3,B4）で結果のパターンを分類しています。つまり、 4x4 分割表です。　右のスクリプトのように、pairwiseNominalIndependence 関数に分割表 tb を渡します。その下の compare 引数は、比較対象となる群が行（row）に位置しているか、列（column）に位置しているか指定します。ここでは、左下に示したように、比較対象の group は row に位置しています。　その下の検定方法を選択すると、その方法で繰り返し検定が行われます。ここでは、chisq が TRUE になっているので、カイ２乗検定がペアごとに繰り返し行われます。　method には、多重性を考慮するために有意水準を調整する手法を指定します。ここでは、holm を指定しています。　この関数の出力は、場合によって指数表記になり、数値が見にくいことがあるため、lucid 関数で固定小数点表記にしてあります。



多項分布：ａ×ｂ分割表 多重比較（補足）
 a×b分割表の多重比較

スクリプトファィル：Green3-3-4e.R
利用した関数

rcompanion::pairwiseNominalIndependence、
lucid::lucid

事例：４群（A1, A2, A3, A4）ごとに100例を調査。
結果を４種類のパターン（B1,B2,B3,B4）に分類。
群間でパターンに違いがあるか

（永田・吉田, 1997）
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##      pattern
## group B1 B2 B3 B4
##    A1 14 16 30 40
##    A2 30 25 18 27
##    A3 18 32 25 25
##    A4 8 12 23 57

pw_out1 <- pairwiseNominalIndependence(
tb,
compare = "row",
fisher  = FALSE,
gtest = FALSE,
chisq = TRUE,
method  = "holm",
correct = "none",
cramer = FALSE,
digits  = 3)

lucid(pw_out1)
##   Comparison    p.Chisq p.adj.Chisq
## 1    A1 : A2 0.004        0.016    
## 2    A1 : A3 0.0208       0.0624   
## 3    A1 : A4 0.106        0.212    
## 4    A2 : A3 0.166        0.212    
## 5    A2 : A4 0.00000268   0.0000161
## 6    A3 : A4 0.0000121    0.0000605

Hol 法の調整 p 値
すべてを使うわけではない
（第２部 §1.3参照）

比較対象
tb

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　出力結果は、群のペアと、その p値、Holmの方法で調整した p値です。永田・吉田(1997) では、A1 を基準として、A1-A2、A1-A3、A1-A4 の比較を行っています。ここでは、すべてのペアの比較をしているので、注意してください。A1 を基準とした３回の比較をする場合、調整前の p値に、3、2、1 を乗ずると、調整 p 値になります。　なお、Holm の方法は、p値の小さい方から検定を開始し、有意でないペアが出たところで検定を終了し、それ以降のペアの検定は行いません。必ずしも、ここに表示されているすべての p値を使うということではないので注意してください。詳細は第２部§1.3、そして永田・吉田(1997) を参照してください。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green2-1-3.pdf


多項分布：ａ×ｂ分割表 残差分析（補足）
 a×b分割表の残差分析（カイ２乗検定の事後検定）

スクリプトファィル：Green3-3-4e.R
利用した関数：chisq.posthoc.test::chisq.posthoc.test
事例：４群（A1, A2, A3, A4）ごとに 100例の結果を４種類のパターン（B1,B2,B3,B4）に分類。

群間でパターンに違いがあるか（永田・吉田, 1997）
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chisq.posthoc.test(tb, method = "none")

##   Dimension     Value         B1 B2 B3 B4
## 1        A1 Residuals -1.0636320 -1.481917  1.622214  0.6567984
## 2        A1  p values  0.2874950  0.138362  0.104757  0.5113110
## 3        A2 Residuals  3.7986859  1.058512 -1.622214 -2.4480666
## 4        A2 p values  0.0001450  0.289822  0.104757  0.0143630
## 5        A3 Residuals  0.1519474  3.034402  0.270369 -2.9257381
## 6        A3 p values  0.8792280  0.002410  0.786876  0.0034360
## 7        A4 Residuals -2.8870013 -2.610997 -0.270369  4.7170064
## 8        A4 p values  0.0038890  0.009028  0.786876  0.0000020

調整済み標準化残差
p 値

有意水準の
調整方法分割表

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　テキストにはありませんが、カイ２乗検定の残差分析を説明します。　カイ二乗検定で分割表の全体としての独立性の検定を行った後、各度数の残差を分析して、どこに差があるかを解析する手法が残差分析です。　スクリプトファイルは、Green3-3-4e.R です。用いた関数は、chisq.posthoc.test パッケージの chisq.posthoc.test 関数です。　事例は、多重比較の説明で使った永田・吉田(1997) の事例を使います。 分割表 tb を関数に渡すと、各度数に応じた「調整済み標準化残差」と p値 が出力されます。　ここに示した事例では、多重性を考慮しない「method="none"」にしてあります。多重性を考慮する必要がある場合は、holm などの方法を指定できます。　



多項分布：ａ×ｂ分割表
（ａ≧３、ｂ≧３）

名義ロジスティック回帰
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多項分布：ａ×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.12 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル
Green3-3-4c.R

利用した関数
nnet::multinom
質的変数 group の制約条件は
デフォルトとする
（contr.treatment）
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df

##    group event freq
## 1    old     A    2
## 2    old     B    5 
## 3    old     C    2 
## 4    old     D    1 
## 5   new1 A    2 
・・・・・・・・・・・
## 15  new3 C    7 
## 16  new3 D    0 

mn_out <- multinom(event ~ group, weights = freq, 
data = df, Hess = TRUE)

度数説明変数

度数

目的変数

目的変数説明変数

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に、表示3.4.12 の　JMPの「名義ロジスティックのあてはめ」を R で行います。スクリプトファイルは、Green3-3-4c.R です。用いる関数は nnet パッケージの multinom 関数です。　さきほど示したように、 df に付値したデータは、group 列、event 列、度数の freq 列でした。 　multinom 関数に、「event ~　group」として、説明変数に質的変数の「group」を使い、weights 引数に度数を指定します。　テキストにはパラメータ推定値を省略してありますので、group の制約条件をデフォルトとしました。つまり、contrasts が contr.treatment に設定されています。　



多項分布：ａ×ｂ分割表 名義ロジスティック
表示3.4.12 JMP [モデルのあてはめ]の出力

スクリプトファィル：Green3-3-4c.R
利用した関数： nnet::multinom、car::Anova
方法
効果の尤度比検定
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mn_out <- multinom(event ~ group, weights = freq,
data = df, Hess = TRUE)

Anova(mn_out)

## # weights:  8 (3 variable)
## initial  value 55.451774 
## final  value 51.051671 
## converged

## Analysis of Deviance Table (Type II tests)
## 
## Response: event
##       LR Chisq Df Pr(>Chisq)
## group   14.418  9     0.1082

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　multinom 関数の結果を mn_out に付値し、car パッケージの Anova 関数で結果を表示させました。表示3.4.12 の効果の尤度比検定の結果と一致しています。
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