
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
4 ロジスティック回帰分析

4.3 応用
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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
グラフ表示は、解析手段として、必要最小限の表現に止めています

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/r/
https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/Green3-4-3.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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ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.1拡張されたロジスティック回帰モデル

スクリプトファィル
Green3-4-3a.R

利用した関数
plot、curve、function、if～else

方法
function 関数でロジスティック曲線の
モデル式を定義
curve 関数で描画
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p.262

fn <- function(X, p0, pinf, b, X50, logit) {
p = p0 + (pinf - p0) / (1 + exp(-b * (X - X50)))
if  (logit)  return(log(p / (1 - p)))  else  return(p)

}
# logit = c(TRUE, FALSE)

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4.3.1 を R で描きました。ここでの事例は、p の変化する範囲が 0～1 ではなく、それよりも内側に範囲が限られている場合です。　このモデル式を 左下に示したように、function 関数で定義し、curve 関数で描画しています。引数に logit を設定し、TRUE であればロジットを返し、FALSE であれば割合 p を返すように定義してあります。　 詳細はスクリプトファイルはGreen3-4-3a を見てください。　



ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.2 Excelによる回帰(1)
表示4.3.3 Excelによる回帰(2)
表示4.3.4 JMP「非線形回帰」による解析(1)
表示4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2)
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p.263

表示 4.3.2 に対応
すべてのパラメータを
求めたスクリプト

スクリプトファィル
Green3-4-3b.R

利用した関数
bbmle::mle2、dbinom、function、

# 予測式
phat <- function(p0, pinf, x50, b) {
p = p0 + (pinf - p0) / (1 + exp(-b * (log10(x) - log10(x50))))
return(p)

}
# －対数尤度
LL <- function(p0, pinf, x50, b) {
-sum(dbinom(f, n, phat(p0, pinf, x50, b), log = TRUE))

}

mle_out <- mle2(minuslogl = LL, 
start = list(p0 = 0.9, pinf = 0.4, x50 = 10, b = 3),
control = list(maxit = 5000))

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示4.3.2～表示4.3.5 の解析を bbmle バッケージの mle2 関数で行いました。この節では、ロジットに対するモデル式はいずれも非線形なので、mle2 関数 を使います。　mle2 関数の使い方は、前節、前前節を参照してください。　スクリプトファイルはGreen3-4-3b.R です。　 



ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.2 Excelによる回帰(1)
表示4.3.3 Excelによる回帰(2)
表示4.3.4 JMP「非線形回帰」による解析(1)
表示4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2)
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p.263

スクリプトファィル
Green3-4-3b.R

利用した関数
bbmle::mle2、dbinom、

function、

## Maximum likelihood estimation

## Coefficients:
##      Estimate Std. Error z value Pr(z)
## p0 0.92110         NA      NA    NA
## pinf 0.42772         NA      NA    NA
## x50 8.07615         NA      NA    NA
## b     4.03296         NA      NA    NA
## 
## -2 log L: 18.72076

途中の警告は省略

近似標準誤差などは
出力されない

表示 4.3.3に対応（summary関数の出力）すべてのパラメータを求めた結果

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　４つのパラメータをすべて推定した結果です。途中、警告がたくさん出ますが、推定値は表示されます。推定値はExcelおよびJMPの結果とほぼ一致しています。マイナス２対数尤度は一致しています。しかし、近似標準誤差などは出力されません。　この結果をフルモデルの結果とします。



ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.2 Excelによる回帰(1)
表示4.3.3 Excelによる回帰(2)
表示4.3.4 JMP「非線形回帰」による解析(1)
表示4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2)
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p.264

スクリプトファィル
Green3-4-3b.R

利用した関数
bbmle::mle2、dbinom、function、

## Maximum likelihood estimation
## 
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error z value   Pr(z)  
## pinf 0.32628    0.29088  1.1217 0.26198  
## x50 8.68462   10.33968  0.8399 0.40095  
## b     2.19942    1.18007  1.8638 0.06235 .
## 
## -2 log L: 19.02046

途中の警告は省略

表示 4.3.3に対応
summary関数の出力、p0=1 に固定したパラメータの推定値（モデル１）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　フルモデルに p0 = 1 の制約を加え、この新しいモデルをあてはめた結果です。制約を fixed 引数を使って設定する方法は、前節を参照してください。　このパラメータの推定値をモデル１の結果とします。推定値は表示4.3.3 とほぼ一致しています。マイナス対数尤度は一致しています。



ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.2 Excelによる回帰(1)
表示4.3.3 Excelによる回帰(2)
表示4.3.4 JMP「非線形回帰」による解析(1)
表示4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2)
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p.264

スクリプトファィル
Green3-4-3b.R

利用した関数
bbmle::mle2、dbinom、function、

## Maximum likelihood estimation
## 
## Coefficients:
##     Estimate Std. Error z value     Pr(z)    
## x50 27.61008   11.08543  2.4907 0.0127505 *  
## b    1.57796    0.40839  3.8639 0.0001116 ***
## 
## -2 log L: 19.35701

途中の警告は省略

表示 4.3.3に対応
summary関数の出力、p0=1, pinf=0に固定したパラメータの推定値（モデル２）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　モデル１で、さらに pinf=0 の制約を加えた新しいモデルをあてはめた結果です。　このパラメータの推定値をモデル２の結果とします。推定値とマイナス対数尤度は、表示4.3.3 と一致しています。



ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.2 Excelによる回帰(1)
表示4.3.3 Excelによる回帰(2)
表示4.3.4 JMP「非線形回帰」による解析(1)
表示4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2)
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p.266

表示4.3.5 に対応（anovaの出力）
フルモデルとモデル１を比較

スクリプトファィル
Green3-4-3b.R

利用した関数
bbmle::mle2、dbinom、function、
anova

表示 4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2) ## Likelihood Ratio Tests
## Model 1: mle_out, [LL]: p0+pinf+x50+b
## Model 2: mle_out1, [LL]: pinf+x50+b
##   Tot Df Deviance  Chisq Df Pr(>Chisq)
## 1      4   18.721                     
## 2      3   19.020 0.2997  1     0.5841

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　フルモデルと p=1 の制約を加えたモデル１との比較を anova 関数で行った結果です。テキストの表示4.3.5 のオレンジ枠の部分に対応します。



ロジスティック回帰 pの変化範囲が限られている場合
表示4.3.2 Excelによる回帰(1)
表示4.3.3 Excelによる回帰(2)
表示4.3.4 JMP「非線形回帰」による解析(1)
表示4.3.5 JMP「非線形回帰」による解析(2)
スクリプトファィル

Green3-4-3b.R
利用した関数

bbmle::mle2、dbinom、function、anova
plot、lines、points
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p.266
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表示 4.3.3に対応（plot、lines 関数の出力）
モデル１とモデル２の回帰曲線

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　表示4.3.3 のグラフを R で描画しました。詳しい方法は、スクリプトファイル Green3-4-3b.R を参照してください。



ロジスティック回帰 効力比
表示4.3.6 ２つの薬剤についてのデータとグラフ
表示4.3.7 Excelによる解析
表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
スクリプト

Green3-4-3c.R
利用した関数

bbmle::mle2、summary、
plot

方法
plot 関数により描画
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p.266
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表示 4.3.6 に対応

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 次に、効力比の事例です。まず、表示4.3.6 のデータをグラフにします。A1 を黒丸、A2 を赤丸で示しています。スクリプトファィル Green3-4-3c.R です。　



ロジスティック回帰 効力比
表示4.3.6 ２つの薬剤についてのデータとグラフ
表示4.3.7 Excelによる解析
表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
スクリプト：Green3-4-3c.R、利用した関数：bbmle::mle2、ifelse、summary
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p.267

# 予測式
phat <- function(p0, pinf, x50, b, k) {
p <- p0 + (pinf - p0) / (1 + exp(-b * (ifelse(g == "A1", log10(x), 

log10(k * x)) - log10(x50))))
return(p)

}
# －対数尤度
LL <- function(p0, pinf, x50, b, k) {
-sum(dbinom(f, n, phat(p0, pinf, x50, b, k), log = TRUE))

}
mle_out <- mle2(minuslogl = LL, 

start = list(p0 = 0, pinf = 1, x50 = 177, b = 9, k = 0.8),
control = list(maxit = 5000))

表示 4.3.7に対応
すべての
パラメータを
求めたスクリプト

「効力比」につい
ては、78ページを
参照

テキストでは「c」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　制約を加えないフルモデルで、phat と LLの関数を定義します。これは、表示4.3.7 のExcel の表の path の列と－２対数尤度の列に対応しています。この定義した関数を使って mle2 で解析しています。スクリプトファィル Green3-4-3c.R です。　なお、テキストで「c」になっている変数を「k」としています。c はベクトルを生成する関数名だからです。　効力比の考え方については、テキスト267 ページとともに、78ページを参照してください。　



ロジスティック回帰 効力比
表示4.3.6 ２つの薬剤についてのデータとグラフ
表示4.3.7 Excelによる解析
表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
スクリプト：Green3-4-3c.R、利用した関数：bbmle::mle2、summary
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p.266

mle_out1 <- mle2(minuslogl = LL, 
fixed = list(p0 = 0, pinf = 1) ,
start = list(x50 = 177, b = 9, k = 0.8),
control = list(maxit = 5000))

## Maximum likelihood estimation
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error z value     Pr(z)    
## x50 187.864935  15.686643 11.9761 < 2.2e-16 ***
## b    10.266063   1.734994  5.9171 3.277e-09 ***
## k     0.804874   0.095073  8.4659 < 2.2e-16 ***
## ---
## -2 log L: 24.03285

表示 4.3.7に対応
（summary関数の出力）
p0=0, pinf=1に固定した
パラメータの推定値
（モデル１）

p0=0, pinf=1に固定した
スクリプト 制約を加える

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 ここでは p0=1、pinf=0 が当初から分かってるという前提で、解析を始めます。つまり、この制約を加えた状態で解析を始めます。その結果は、表示4.3.7　の推定値とほぼ一致しています。マイナス対数尤度は一致しています。これをモデル１の結果とします。



ロジスティック回帰 効力比
表示4.3.6 ２つの薬剤についてのデータとグラフ
表示4.3.7 Excelによる解析
表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
スクリプト：Green3-4-3c.R、利用した関数：bbmle::mle2、summary
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p.266

mle_out2 <- mle2(minuslogl = LL, 
fixed = list(p0 = 0, pinf = 1, k = 1),
start = list(x50 = 177, b = 9),
control = list(maxit = 5000))

## Maximum likelihood estimation
## Coefficients:
##     Estimate Std. Error z value     Pr(z)    
## x50 209.4047    12.6150 16.5996 < 2.2e-16 ***
## b     9.8670     1.6547  5.9632 2.474e-09 ***
## ---
## -2 log L: 27.35612

表示 4.3.7に対応
（summary関数の出力）
p0=0, pinf=1, k=1に
固定したパラメータの
推定値
（モデル２）

p0=0, pinf=1, c=1 に
固定したスクリプト

制約を追加

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、効力比 k = 1、すなわち２薬剤の効果に差がないという仮説に基づき、それを制約条件としてパラメータを推定します。これをモデル２とします。



ロジスティック回帰 効力比
表示4.3.6 ２つの薬剤についてのデータとグラフ
表示4.3.7 Excelによる解析
表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
スクリプト：Green3-4-3c.R
利用した関数：bbmle::mle2、summary、anova
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p.266

表示4.3.9 に対応（anovaの出力）
モデル１とモデル２を比較

anova(mle_out1, mle_out2)

## Likelihood Ratio Tests
## Model 1: mle_out1, [LL]: x50+b+c
## Model 2: mle_out2, [LL]: x50+b
##   Tot Df Deviance  Chisq Df Pr(>Chisq)  
## 1      3   24.033                       
## 2      2   27.356 3.3233  1    0.06831 

表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
（一部）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　k=1 の制約を加えたモデル２と加える前のモデル１を anova 関数で比較すると、カイ２乗値は3.323、p値は0.0683 で、表示4.3.9 と結果は一致しています。



ロジスティック回帰 効力比
表示4.3.6 ２つの薬剤についてのデータとグラフ
表示4.3.7 Excelによる解析
表示4.3.9 JMP「非線形回帰」による解析結果
スクリプト

Green3-4-3c.R
利用した関数

bbmle::mle2、summary、
plot、lines

方法
plot 関数により描画

16

p.266
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表示 4.3.6に対応（plot、lines 関数の出力）
モデル１とモデル２の回帰曲線

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　２薬剤にあてはめたモデル式をグラフにした結果です。グラフ化する方法は、スクリプトファイル　Green3-4-3c.R を参照してください。



ロジスティック回帰 個別データの場合（１組のデータ）
表示4.3.10 個々の観測値によるロジスティック回帰分析

スクリプトファイル
Green3-4-3d.R

利用した関数
bbmle::mle2、summary、
plot、lines、ifelse

方法
plot 関数により描画
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p.268
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125 no
134 no
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144 yes
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198 yes
193 yes
130 no
270 yes
160 no
240 yes
300 yes

p
表示 4.3.10に対応
（plot、lines 関数の出力）

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4.3.10 では、 個々の観測値によるロジスティック回帰分析を R で解析します。スクリプトファイルは　Green3-4-3d.Rです。　ここでは、この表のように、個々の観測値の２値データからロジスティック回帰分析を行います。



ロジスティック回帰 個別データの場合（１組のデータ）
表示4.3.10 個々の観測値によるロジスティック回帰分析

スクリプトファイル
Green3-4-3d.R

利用した関数
bbmle::mle2、summary、
plot、lines、ifelse

方法
y == 1 の場合は p 、
そうでない場合は 1-p 
これを ifelse文で
条件分岐する
（イコールを重ねる）
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p.270

x y
125 no
134 no
175 no
144 yes
140 no
198 yes
193 yes
130 no
270 yes
160 no
240 yes
300 yes

p

phat <- function(p0, pinf, x50, b) {
p <- p0 + (pinf - p0) / (1 + exp(-b * 

(log10(x) - log10(x50))))
return(p)

}
# －対数尤度
LL <- function(p0, pinf, x50, b) {
-sum(log(ifelse(y == 1,

phat(p0, pinf, x50, b),
1 - phat(p0, pinf, x50, b))))

}
mle_out <- mle2(minuslogl = LL, 

fixed = list(p0 = 0, pinf = 1),
start = list(x50 = 170, b = 25),
control = list(maxit = 5000))

テキスト参照
p.270

変換 yes = 1
no = 0

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　データの yes/no は、1/0 に変換します。　この要点は、－対数尤度の記述方法です。y == 1 の場合は p 、そうでない場合、つまり y == 0 の場合は 1-p になります。これを ifelse 文で条件分岐をしています。条件文にイコールを二つ重ねていることに注意してください。これは、テキストの270ページの Excel の式を R で表現しています。　これにより、表示4.3.10 と一致した結果が得られます。詳細は、スクリプトファィル Green3-4-3d.R を見てください。 



ロジスティック回帰 個別データの場合（２組のデータ）
表示4.3.11 ２組のデータの場合、表示 4.3.12 JMP [非線形回帰]による解析結果

スクリプトファイル
Green3-4-3e.R

利用した関数
bbmle::mle2、summary、
function、
plot、lines、ifelse、
dplyr ::case_when
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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、個々の２値データで、２組の場合です。２組とは、無投与群（control 群）と 投与群（treated群）です。テキストの表示4.3.11 にあるように、右端の表の group 列にcontrol と treated、x列に 被験者の「ある種の特性値」、y 列に２値データがあり、効果ありが１、効果なしが0 です。テキストでは　yes/no になっていますが、ここでは 1/0 に変換してあります。 これを plot 関数でグラフにすると、このようになります。簡単にはこのようなグラフを描けません。工夫が必要です。詳細はスクリプトファイル Green3-4-3e.R を見てください。　この解析を mle2 関数で行います。



ロジスティック回帰 個別データの場合（２組のデータ）
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p.271

# 予測式
phat <- function(p0, pinf, x50, b, k) {
p <- ifelse(g == "control",
p0 + (pinf - p0) / (1 + exp(-b * (log10(x) - log10(x50)))),
p0 + (pinf - p0) / (1 + exp(-b * (log10(x * k) - log10(x50))))

)
return(p)

}
# －対数尤度
LL <- function(p0, pinf, x50, b, k) {
-sum(log(ifelse(y == 1,

phat(p0, pinf, x50, b, k),
1 - phat(p0, pinf, x50, b, k))))

}
mle_out <- mle2(minuslogl = LL, 

fixed = list(p0 = 0, pinf = 1),
start = list(x50 = 150, b = 11, k = 0.7),
control = list(maxit = 5000))

テキストでは c

制約

テキスト参照
p.270

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　予測式では、ifelse 文で、control の場合とそうでない場合、つまり treated の場合で条件分岐してモデル式を設定しています。テキストでは、係数 c ですが、ここでは k にしてあります。c は R の関数なので、混同しないように c を使っていません。　マイナス対数尤度では、y が１の時は phat、y が ２ の時は 1 - phat に条件分岐しています。これは、１組のデータと同じです。　以上の関数の定義を使い、mle2 でモデルのあてはめを行います。なお、テキストでは p0=0 、pinf = 1 を前提として解析していますので、ここでもこの２つのパラメータは fixed 引数で制約を設けています。



ロジスティック回帰 個別データの場合（２組のデータ）
表示4.3.11 ２組のデータの場合、表示 4.3.12 JMP [非線形回帰]による解析結果

スクリプトファイル
Green3-4-3e.R

利用した関数
bbmle::mle2、function、summary
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## Maximum likelihood estimation
## 
## Call:
## mle2(minuslogl = LL, start = list(x50 = 150, b = 11, k = 0.7), 
##     fixed = list(p0 = 0, pinf = 1), control = list(maxit = 5000))
## 
## Coefficients:
##      Estimate Std. Error z value     Pr(z)    
## x50 169.96240   16.22190 10.4773 < 2.2e-16 ***
## b    20.60767    8.24039  2.5008   0.01239 *  
## k     0.74490    0.10931  6.8146 9.456e-12 ***
## -2 log L: 15.94891

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　summary の出力結果です。警告が出ますが、出力された推定値は表示4.3.11 の JMP の結果、表示4.3.12 のExcelの結果とほぼ一致しています。マイナス２対数尤度は一致しています。



ロジスティック回帰 個別データの場合（２組のデータ）
表示4.3.11 ２組のデータの場合、表示 4.3.12 JMP [非線形回帰]による解析結果

スクリプトファイル
Green3-4-3e.R

利用した関数
bbmle::mle2、
plot、lines、ifelse、coef、
plot、lines、segments
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　得られたパラメータ推定値から、モデルの曲線を描画した結果です。描き方は、スクリプトファイル Green3-4-3e.R を見てください。



累積ロジスティック回帰（順序ロジスティック回帰）
表示4.3.16 [モデルのあてはめ]、表示4.3.17 Excelソルバーによる解析

スクリプトファイル
Green3-4-3f.R

利用した関数
ordinal::clm、plot
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df <- read_excel("Green3-4.xlsx", sheet = "43-takoulogi")
df <- data.frame(df)
df$effect <- factor(df$effect, levels = c(3, 2, 1, 0), ordered = TRUE)
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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、表示4.3.16 の累積ロジスティック回帰を行います。　下段に示したように、データのうち、目的変数は効果で、factor 関数でこれを因子型に指定し、level 引数と ordered 引数で順番を指定します。この場合は、効果の程度を0から3で表しており、その順番を3, 2, 1, 0 に設定しています。このため、積み上げ棒グラフは、下の段から 3, 2, 1, 0 になっています。　左の図の縦軸は実数、右の図の縦軸は割合です。この場合はすべての試験区で同じ個体数であるため、左右同じ図になります。このグラフで、全体的に右上がりの傾向があることを確認します。�



累積ロジスティック回帰（順序ロジスティック回帰）
表示4.3.16 [モデルのあてはめ]、表示4.3.17 Excelソルバーによる解析

スクリプトファイル
Green3-4-3f.R

利用した関数
ordinal::clm、
summary
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clm_out <- clm(effect ~ X, weights = freq, data = df, link = "logit")

度数log(x)

##  link  threshold nobs logLik AIC    niter max.grad cond.H
##  logit flexible  40   -48.04 104.08 5(0)  4.82e-10 2.1e+01
## 
## Coefficients:
##   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
## X  -2.2230     0.9371  -2.372   0.0177 *
## ---
## Threshold coefficients:
##     Estimate Std. Error z value
## 3|2  -2.9626     0.7156  -4.140
## 2|1  -0.8130     0.5395  -1.507
## 1|0   1.1408     0.5741   1.987

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　ordinal パッケージの clm 関数を使い累積ロジスティック回帰を行い、その結果をsummary 関数で出力した結果です。�



累積ロジスティック回帰（順序ロジスティック回帰）
表示4.3.16 [モデルのあてはめ]、表示4.3.17 Excelソルバーによる解析

スクリプトファイル
Green3-4-3f.R

利用した関数
ordinal::clm、plot、
coef、function、curve
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　得られたパラメータ推定値を使って描画したグラフは、表示4.3.16、表示4.3.17 と一致します。



累積ロジスティック回帰（順序ロジスティック回帰）
表示4.3.16 [モデルのあてはめ]、表示4.3.17 Excelソルバーによる解析

スクリプトファイル
Green3-4-3f.R

利用した関数
ordinal::clm、anova
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clm_out1 <- clm(effect ~ 1, weights = freq, data = df, link = "logit")
anova(clm_out, clm_out1, test = "Chisq")

## Likelihood ratio tests of cumulative link models:
##  
##          formula:   link: threshold:
## clm_out1 effect ~ 1 logit flexible  
## clm_out effect ~ X logit flexible  
## 
##          no.par AIC  logLik LR.stat df Pr(>Chisq)  
## clm_out1 3 108.10 -51.052                        
## clm_out 4 104.08 -48.039  6.0254  1     0.0141

切片だけの
モデル式の解

あてはめた
モデル式の解

切片だけの
モデル式の解

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　切片のみのモデルの解を得ます。　この結果と、先にあてはめたモデルの解との比較から、効果の尤度比検定を anova 関数で行います。表示4.3.16 の結果と一致します。　このほかにも各種の情報が取り出せます。詳細はスクリプトファィル Green3-4-3f.R をみてください。
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