
R と RStudio の使い方入門－１
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図解による操作方法の解説
実際に操作しながら学習を進める

（Windows 10 の PC を使用）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このセミナーでは、R と RStudio の使い方を解説します。初めて使う人に向けた入門という位置づけです。　統計解析そのものではなく、R と RStudio の操作方法を中心に解説しています。　できるだけ図を利用して、分かりやすく解説するように努めました。また、実際に操作しながら理解を図るようになっています。　なお、Windows 10 の PC の使用を前提としています。



R と RStudio の使い方入門－１（図解による操作方法の解説）

1 準備
2 R と RStudio の基本操作
3 統計解析の実行方法
4 データフレームとマトリックス
5 グラフ作成
6 ファイル管理
7 R スクリプトの保存と再利用
8 パッケージとデータセット
9 データファイルの読み込み

10 レポート作成
11 統計解析の学習
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★PowerPoint の
スピーカーノートを、
PDF の注釈に変換してあります
PDF をダウンロードして
最新の Adobe Acrobat Reader で
利用して下さい

★内容については、
自己責任で利用してください

→「R と RStudioの使い方入門－２」
PDF ファイル（6 MB）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　１～11 まで、R と RStudio の入門として、統計解析のために必要な基本操作を取り上げます。このうち、４～11は、「R と RStudioの使い方－２」で扱います。　R と　RStudio をインストールして正常に稼働する状態になっていれば、これらの内容は１～２日で終了すると思います。　内容について正確を期すように最大限努力しましたが、自己責任で利用してください。 　PowerPoint のスピーカーノートを、PDF の注釈に変換してあります。PDFをダウンロードしてから、最新の Adobe Acrobat Readerで利用してください。ダウンロードしないと、注釈が正常に表示されない場合があるようです。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/RRR02.pdf


1 準備

R と RStudio のインストール
作業ディレクトリ、プロジェクト

R と RStudio の更新、文字エンコード
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　まず、事前の準備として、R と RStudio のインストール、作業ディレクトリ、プロジェクト、R と RStudio の更新、文字エンコードなどを説明します。　この項では、説明のみの部分が長くなりますので、ご容赦ください。



R と RStudio

R （アール）
統計処理に特化したプログラミング言語、統計解析環境、フリーソフトウェア
1990年代に開発（Ihaka and Gentleman, 1996）
非営利団体 R Foundation が公的に開発をサポート（現在もバージョンアップが継続）
多くのユーザーが貢献して継続的に機能が拡大（「パッケージ」を開発して公開）
R 単体で利用できるが、GUI に慣れた人にはやや扱いにくい

そのため、RStudio、R Commander、EZR などの支援環境が開発された

RStudio
R を利用するための IDE （Integrated Development Environment、統合開発環境）
RStudio.Inc (Boston, MA, USA) が開発、フリーソフトウェア（商用ライセンス版もあり）

ここでは、「統計解析を行う」ことを目的として、R と RStudio の「基本的な操作方法」を説明
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Rは、統計処理に特化したプログラミング言語で、統計解析環境です。つまり、通常の統計ソフトとして利用できますし、統計ソフトの開発ツールとしても利用できます。フリーソフトウェアです。　1990年代に開発され、現在は非営利団体の R Foundation が公的に開発をサポートしており、現在もバージョンアップが継続しています。多くのユーザーが貢献して、継続的に機能が拡大しています。詳しくは、「パッケージ」の利用のところで説明します。　　R 単体で利用できます。しかし、GUI に慣れた人には扱いにくい面があります。そこで、RStudio、R Commander、EZR などの支援環境が開発されました。　その一つであるRStudioは、RStudio.Inc が開発した IDE で、フリーソフトウェアです。商用ライセンス版もあるようです。　ここでは、「統計解析を行う」ことを目的として、R と RStudio の統計ソフトとしての「基本的な操作方法」を説明します。



インストール前の予備知識と準備

PC とインターネット環境
パソコン（PC）とインターネット環境を準備
PC に R と RStudio をインストールした後、インターネット環境が不要というわけではない
インターネットに接続した状態で使用したほうがストレスなく使える

予備知識
R をインストールした後に、RStudio をインストール（順番に注意）
PC のユーザー名が全角文字（マルチバイト文字）の場合、半角英数字に変更

インストール前に、他への影響を十分確認してから変更
ユーザー名については「作業ディレクトリの作成（スライド番号 13）」で説明

R と RStudio を Microsoft 社の OneDrive にはインストールしない

ネット上の情報を十分に利用（本セミナー内容を他のサイトでも確認、参考文献を参照）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　パソコンとインターネット環境が必要です。一度、パソコンに R と RStudio をインストールしたら、後はインターネット環境が不要というわけではありません。常時接続が必要ということではありませんが、接続した状態で使う方がストレスなく使えます。このセミナーの途中でも、ネットからのダウンロードを行います。



インストール前の予備知識と準備

PC とインターネット環境
パソコン（PC）とインターネット環境を準備
PC に R と RStudio をインストールした後、インターネット環境が不要というわけではない
インターネットに接続した状態で使用したほうがストレスなく使える

予備知識
R をインストールした後に、RStudio をインストール（順番に注意）
PC のユーザー名が全角文字（マルチバイト文字）の場合、半角英数字に変更

インストール前に、他への影響を十分確認してから変更
ユーザー名については「作業ディレクトリの作成（スライド番号 13）」で説明

R と RStudio を Microsoft 社の OneDrive にはインストールしない

ネット上の情報を十分に利用（本セミナー内容を他のサイトでも確認、参考文献を参照）
6

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　インストールの前に、重要な予備知識として次のことを理解しておいてください。　PC に R をインストールした後、同じ PC に RStudio をインストールします。この順番に注意してください。　使用する PC のユーザー名が漢字などの全角文字（マルチバイト文字）の場合、インストール前に半角英数字のユーザー名に変更してください。ただし、変更する影響を十分確認してから作業をしてください。この後の「作業ディレクトリの作成（スライド番号 13）」でユーザー名について説明しますので、ユーザー名がわからない人は先にそちらを見てください。ユーザー名の変更は慎重に行う必要があるので、ここでは詳しい説明ができません。他のサイトなどを参考にして対応してください。�　R と RStudio のインストール先として、Microsoft 社の Onedrive は不適当のようです。ここにはインストールしないでください。　以上の事について、ネット上に多くの情報が提供されています。これらのサイトで確認し、十分納得してから作業を進めてください。この後、サイトをいくつか紹介しますので参考にしてください。



インストール前の予備知識と準備
エクスプローラーでの設定

ファイル名の拡張子 (filename extension) を表示するように設定
拡張子：ファイルの種類を識別するためファイル名の末尾につける文字列（ドット以降）

PDF ファイル：sample.pdf Word ファイル：sample.docx Excel ファイル：sample.xlsm
トップメニューの［表示］をクリックし、［ファイル名拡張子］にチェックマークを入れる
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　作業に入る前に、エクスプローラーでファイル名の拡張子を表示するように設定してください。　拡張子は、ファイルの種類を識別するためにファイル名の末尾につける文字列で、ドット以降の部分です。たとえば、「pdf」 はPDFファイル、「docx」 は Word のファイル、「xlsm」 は Excel のファイルです。　エクスプローラーを起動し、トップメニューの［表示］をクリックして、［ファイル名拡張子］にチェックマークを入れます（操作）。　�



インストール

R のインストール
R のインストールの詳細について、他のサイトや書籍なども参照
R は Web サイト の CRAN （R 本体やパッケージを供給する 専用サイト）から入手
32 bit 版 Windows のサポートは R 4.1系で終了、R 4.2.0 以降は 64 bit 版のみ

インストールの要点
(1) CRNA（The Comprehensive R Archive Network）を検索して接続
(2) CRAN の日本のミラーサイトを選択（ダウンロードが早い）

たとえば、https://cran.ism.ac.jp/ （The Institute of Statistical Mathematics, Tokyo）
(3) Download and Install R で、 [Download R for Windows] を選択
(4) R for Windowsで、 [base] を選択、 R-0.0.0 for Windows を選択、ダウンロード
(5) デフォルトでインストール（「デスクトップ上にアイコンを作成する」にはチェック）

インストール後、ディスクトップ上の R のアイコンから、R が起動することを確認
R の終了は “>” の後に “q( )” を入力、 [作業スペースを保存しますか] に対して「いいえ」
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大学共同利用機関法人
統計数理研究所

CRAN（シーラン、クラン）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R のインストールを簡単に説明します。　R は Webサイトの CRAN、これは「シーラン」または「クラン」と呼ぶようですが、ここから入手します。R 本体やパッケージをインストールする専用サイトです。なお、現在の最新バージョン R 4.2.0以降では 64 bit 版のみが提供されています。�　インストールの要点は、(1) CRAN を検索して接続します。(2) CRAN のミラーサイトを選択します。現在の日本のミラーサイトには、大学共同利用機関法人の統計数理研究所、山形大学の２か所が登録されています。これを指定するとダウンロード時間が短くなるようです。(3) Download and Install R で、 [Download R for Windows] を選択します。(4) R for Windowsで、 [base] を選択し、R x.y.z for Windows で最新バージョンを選択します。x.y.z はバージョンを表しています。(5) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして起動し、インストールします。デフォルトの設定で作業を進めますが、「デスクトップ上にアイコンを作成する」 にはチェックを入れてください。　�　インストール後、ディスクトップ上のアイコンから R が起動することを確認してください。R を終了させるには、“>” の後に “q()” を入力して Enter キーを押します。 [作業スペースを保存しますか] と尋ねてきた場合、「いいえ」を選択してください。



インストール
RStudio のインストール

RStudio のインストールの詳細について、他のサイトや書籍なども参照
RStudio の公式サイトから入手
Open Source ライセンス版（フリーソフトウェア）と商用ライセンス版がある
Desktop 版と Server 版がある（とりあえず、前者）
ここでは、フリーソフトウェアの Desktop 版を選択

インストールの要点
(1) RStudio の公式サイトを検索して接続
(2) RStudio Desktop と RStudio Server のいずれかを選択（まずは前者を選択）
(3) [DOWNLOAD RSUDIO DESKTOP] を選択
(4) [RStudio Desktop Open Source License] を選択
(5) [RStudio 0.0.000 - Windows 0.0.0000]   （0.0.000はバージョン）を選択、ダウンロード
(6) デフォルトの設定でインストール
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R をインストールした後に、RStudio をインストールします。　公式サイトを検索し、そこから入手します。フリーソフトウェアと商用ライセンス版がありますので、ここではフリーソフトウェアを選択してください。また、Desktop版とServer版がありますので、まずは Desktop版 を使ってみてください。�　インストールの要点は、(1) RStudio の公式サイトを検索して接続します。(2) RStudio Desktop と RStudio Server の２つのうち、前者の Desktop 版を選択します。　(3) [DOWNLOAD RSUDIO DESKTOP] を選択します。(4) [RStudio Desktop Open Source License] を選択します。(5) [RStudio 0.0.000 - Windows 0.0.0000] を選択してダウンロードします。0.000 はバージョンです。(6) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして起動し、デフォルトの設定でインストールします。



インストール
RTools のインストール

RTools は、Windows で R を使う際のツール、パッケージによっては必要になる
CRAN のメニューから［Download R for Windows］＞［Rtools］＞［RTools 4.2］を選択
ダウンロードしたのち、インストール、初期設定（ネット上の情報を参照）
本セミナーでは使わないので、必要になったらインストールする

参考サイト（R と RStudio のインストールと初期設定）
Ryota Mugiyama（https://ryotamugiyama.com/2020/08/03/rinstall/）
矢内勇生（https://yukiyanai.github.io/jp/resources/）
R-statistiker（https://r-statistiker.hatenadiary.org/entry/20141112/1415799972）
奥村晴彦（https://okumuralab.org/~okumura/stat/R-win.html）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RTools のインストールについて説明します。RTools は、Windows で R のパッケージを使うためのツールです。必ず必要というわけではありませんが、パッケージの種類によっては この RTools が必要になります。パッケージについては、後で説明します。�　インストールするには、CRAN のメニューから［Download R for Windows］＞［Rtools］＞［RTools 4.2］を選択します。その後の設定などの詳細は、ネット上の情報を参照してください。RTools はこのセミナーでは使いませんので、インストールする必要はありません。必要になったら、インストールしてください。　なお、R と RStudio のインストールと初期設定については、以下のサイトが参考になると思います。　

https://ryotamugiyama.com/2020/08/03/rinstall/
https://yukiyanai.github.io/jp/resources/
https://r-statistiker.hatenadiary.org/entry/20141112/1415799972
https://okumuralab.org/%7Eokumura/stat/R-win.html


作業ディレクトリ、プロジェクト
R の「作業ディレクトリ」

R の関連ファイルを、専用のフォルダで一括管理
このフォルダを「作業ディレクトリ」（working directory）と呼ぶ
解析作業ごとに作業ディレクトリを作成して使い分ける

RStudio の「プロジェクト」
解析ごとに「プロジェクト」を設定
プロジェクトごとに１つのフォルダが生成
このフォルダで関連ファイルを一括管理

（→ 統計的再現可能性にも関連）
作業する起点になる

右図のフォルダ構成で、以降の実習をする
作業ディレクトリの下にプロジェクトを配置
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「作業ディレクトリ」

「プロジェクト」のフォルダ
具体的な名称を付ける

「test」
「crop2cv」

Windows のエクスプローラー

「フォルダ」と「ディレクトリ」は
同じものを指す

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R では「作業ディレクトリ」 という専用のフォルダを指定します。今後、「ディレクトリ」と「フォルダ」という言葉が混在して出てきますが、両者は同じものを指していると理解してください。　R で作業すると、複数の関連ファイルが発生します。この関連ファイルを、専用のフォルダに保存して管理します。このフォルダを「作業ディレクトリ」と呼びます。解析作業に応じて、それぞれの作業ディレクトリを作成して使い分けます。　一方、RStudio には「プロジェクト」という概念があります。解析対象と解析手法ごとにプロジェクトを設定すると、プロジェクトごとに１つのフォルダが生成されます。このフォルダで関連ファイルを一括管理します。これから操作する中で理解してください。最後に説明する「統計的再現可能性」にも関連します。作業する起点になります。　本セミナーでは、右図のようなフォルダ構成で、説明していきます。オレンジ枠で示したように、ドキュメントの下に「MyFolder」、その下に作業ディレクトリ「R-Work」、その下にプロジェクトのフォルダとして「exp-1」「exp-2」「exp-3」「exp-4」を配置します。ここでは機械的に「exp-1」「exp-2」・・・というプロジェクト名にしていますが、実際は具体的な名称にしてください。この後の実習では、「test」「crop2cv」というプロジェクトを作成します。



作業ディレクトリ、プロジェクト
R の作業ディレクトリとRStudio のプロジェクト（イメージ）

農業の試験研究の事例
年度ごとに作業ディレクトリ、
試験対象ごとにプロジェクトを設定

この他にスクリプトを収納する
専用のフォルダ群を用意
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作業ディレクトリ プロジェクト

Okra-2

Watermelon

Okra

Y-2020 Okra

Lettuce

Y-2018 Strawberry

Watermelon

Okra-1

Tomato

Y-2019 Strawberry

試験対象ごとに
プロジェクトを設定

同じデータでも
異なる解析ならば
別プロジェクトとする

年ごとに
作業ディレクトリ

を設定

Strawberry2019?

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　たとえば、農業関係の研究者の場合、年ごとに作業ディレクトリを作成し、その下にその年に試験した作物ごとにプロジェクトを配置するというような使い方が考えられます。同じデータであっても、解析手法が異なれば、別のプロジェクトとして独立させます。なお、作業ディレクトリ「Y-2019」の下にあるプロジェクト「Strawberry」は、「Strwberry2019」 にした方が間違いがないかもしれません。　また、この他にスクリプトを収納するフォルダ群も用意します。　この図は、イメージとしてみてください。



作業ディレクトリの作成
作業ディレクトリを作る場所のパスを、Windows エクスプローラーで確認

R に関するパスは、全て半角英数字に限定（ユーザー名、フォルダ名）
区切りはハイフン「-」かアンダーバー「_」
マルチバイト文字、スペース、特殊文字を使わない、先頭は数字にしない
PC のユーザー名、フォルダ名を確認

作業ディレクトリを作成

例：Documents の下の MyFolder の下に
作業ディレクトリ「R-Work」を作成

作業ディレクトリのパスを確認
C:¥Users¥katase¥Documents¥MyFolder¥R-Work

作業ディレクトリ、プロジェクト
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ユーザー名 フォルダ名

適当な場所に
作業ディレクトリを

作成
or バックスラッシュドライブ名

２つの矢印

Windows エクスプローラー

アイコンをクリックして
パスを表示

全て半角英数字

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　あらかじめ、作業ディレクトリを１つ作っておきましょう。　作業ディレクトリを作る場所のパスを確認します。右の図はWindows のエクスプローラーの上部で、オレンジ枠で囲ってあるように、２つの矢印が表示されている付近です。この隣のアイコンをクリックすると、現在のパスが、青地に白い文字で表示されます。パスはファイルが存在する場所を示しており、最下段に示したように、ドライブ名、ユーザー名、フォルダ名から成ります。なお、区切りのための円マークは、設定した環境によってバックスラッシュ（「/」の反対向き）で表示されます。　Rに関するパスを全て半角英数字に限定します。区切りはハイフン「-」かアンダーバー「_」を使います。マルチバイト文字（全角文字）、スペース、特殊文字が含まれないようにします。先頭は数字以外の文字にします。　R のインストール前に、PCのユーザー名がマルチバイト文字（全角文字）であった場合、半角英数字に変更しておくことは、冒頭の「１　準備」で説明しました。　右の図では、Documents（ドキュメント） の下に「MyFolder」、この下に作業ディレクトリ「R-Work」があります。すべて半角英数字です。また、今後、作成するフォルダとファイルの名前も半角英数字にします。　なお、「Documents」は、場所によって日本語の「ドキュメント」の表示になることがありますが、問題ありません。



作業ディレクトリの作成
作業ディレクトリを作る場所のパスを、Windows エクスプローラーで確認

R に関するパスは、全て半角英数字に限定（ユーザー名、フォルダ名）
区切りはハイフン「-」かアンダーバー「_」
マルチバイト文字、スペース、特殊文字を使わない、先頭は数字にしない
PC のユーザー名、フォルダ名を確認

作業ディレクトリを作成

例：Documents の下の MyFolder の下に
作業ディレクトリ「R-Work」を作成

作業ディレクトリのパスを確認
C:¥Users¥katase¥Documents¥MyFolder¥R-Work

作業ディレクトリ、プロジェクト
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R に関係なければ
マルチバイト文字の
フォルダがあっても可

適当な場所に
作業ディレクトリを

作成

２つの矢印

Windows エクスプローラー

ユーザー名 フォルダ名or バックスラッシュドライブ名
全て半角英数字

アイコンをクリックして
パスを表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ただし、R に関係なければ、マルチバイト文字のフォルダやファイルがあっても問題ありません。ここの「a写真」、「a手紙」のフォルダは、作業ディレクトリのパスに関係しませんから、存在しても問題ありません。　以上の条件を理解した上で、半角英数字、ハイフン「-」、アンダーバー「_」を使って、自分の PC に作業ディレクトリを作成してください（操作）。



R と RStudio の更新
R のバージョンアップ

メジャーバージョンアップ（major upgrade, upgrade）：R x.y.z で、x や y が変わった時
変更点が大きいので慎重に対応（プロジェクトの途中で行わない）
複数のバージョンが混在可能（新バージョンは旧バージョンに上書きされない）
バージョンアップ前に使っていた旧バージョンの R を残しておく

（新バージョンで不具合が生じたときの対応、統計的再現可能性の維持）
パッケージを保存するライブラリフォルダも変更になるので対応が必要

注）cran の Q&A では、旧バージョンの R をアンインストールしてから、
新バージョンの R をインストールするのが最善の方法と記されている

マイナーバージョンアップ（minor upgrade, update）： R x.y.z で、z が変わった時
バグの修正などが変更点なので、できるだけ早く対応

リリースノートに目を通す
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このセミナーの終了後、
必要になったら

ここを見返してください

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R と RStudio の更新、いわゆるバージョンアップについて説明します。これについては、このセミナー全体の説明を聞かないと、理解できないかもしれません。このセミナーの終了後、必要になったらここを見返してください。それに対応するために、ここで一通りの説明を聞いてください。　R のバージョンを R x.y.z としたとき、 x や y が変わった場合がメジャーバージョンアップ、 z のみが変わった場合がマイナーバージョンアップです。なお、バージョンアップは和製英語で、upgrade、update などの言葉が使われます。



R と RStudio の更新
R のバージョンアップ

メジャーバージョンアップ（major upgrade, upgrade）：R x.y.z で、x や y が変わった時
変更点が大きいので慎重に対応（プロジェクトの途中で行わない）
複数のバージョンが混在可能（新バージョンは旧バージョンに上書きされない）
バージョンアップ前に使っていた旧バージョンの R を残しておく

（新バージョンで不具合が生じたときの対応、統計的再現可能性の維持）
パッケージを保存するライブラリフォルダも変更になるので対応が必要

注）cran の Q&A では、旧バージョンの R をアンインストールしてから、
新バージョンの R をインストールするのが最善の方法と記されている

マイナーバージョンアップ（minor upgrade, update）： R x.y.z で、z が変わった時
バグの修正などが変更点なので、できるだけ早く対応

リリースノートに目を通す
16

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　メジャーバージョンアップは、変更点が大きいので慎重に対応します。リリース時、直ちにバージョンアップせずに、次回のマイナーバージョンアップまで様子を見る人もいるようです。当然、プロジェクトでの作業を行っている最中でのバージョンアップは避け、プロジェクトが完了した後に更新すべきです。 　バージョンアップをしても旧バージョンは上書きされず残りますから、複数のバージョンが混在します。この旧バージョンの R を残しておき、新バージョンで問題が生じたときには、旧バージョンに戻って作業を進めながら、新バージョンへの対処方法に関する情報を収集します。以前に行った解析が再現できることは極めて重要です。なお、R の複数のバージョンの選択方法については、この後で説明します。　ただし、CRAN の Q&A では、旧バージョンの R をアンインストールしてから、新バージョンの R をインストールするのが最善の方法だと記されています。問題が発生したら、最終手段としてこの方法をとることも考えられます。　また、この後で説明するように、パッケージを保存するライブラリフォルダも変更になるので対応が必要です。この後で説明します。�　一方、マイナーバージョンアップはバグの修正などが中心であるため、早めにバージョンアップをします。　いずれにしても、公表されるリリースノートをよく読んでください。



R と RStudio の更新
R のメジャーバージョンアップに伴うライブラリフォルダの対応

メジャーバージョンアップで、新バージョンの Rがインストールされると、
新しく空のライブラリーフォルダ（インストールしたパッケージの保存場所）が作成される

R 4.2.0 より前 C:¥Users¥ユーザー名¥Documents¥R¥win-library¥4.0
C:¥Users¥ユーザー名¥Documents¥R¥win-library¥4.1

R 4.2.0 から C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥R¥win-library¥4.2
（隠しフォルダ、エクスプローラーで「¥4.2」を除いて打ち込むと表示可）

新ライブラリフォルダへの対応（(a) (b) いずれかを選択）
(a) 旧ライブラリフォルダの内容を、新ライブラリフォルダにコピー（移動ではない）
(b) 新バージョンで全てのパッケージを、新たに一からインストールしなおす

頻繁に使うパッケージを一気にインストール、後は必要に応じてインストール

旧ライブラリフォルダは、パーケージをアップデイトしないで、そのまま保存
注）パッケージとそのインストールについては、この後で詳しく説明
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　メジャーバージョンアップで、新しく空のライブラリーフォルダが作られます。これは、インストールしたパッケージの保存場所になります。パッケージについてこの後で説明しますが、ここでは機能を追加するためのソフトだと理解してください。　R 4.2.0 よりも前では、Documents\R\win-library\4.0 や、Documents\R\win-library\4.1 などのライブラリフォルダが作られました。　R 4.2.0 からは、AppData\Local\R\win-library\4.2 になりました。これは隠しフォルダです。通常、エクスプローラーで表示できません。「\4.2」を除いたパス、すなわち「C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\R\win-library」をエクスプローラーに直接打ち込むと表示できます。皆さんのライブラリフォルダを確認してください（操作）。　ここから、(a) (b) いずれかの方法を選択します。(a) 新ライブラリフォルダは空ですから、ここに旧ライブラリフォルダの内容をすべてコピーします。移動ではありません。(b) 新バージョンにおいて、パッケージを一から新たにインストールし直します。頻繁に使っているパッケージを一気にインストールし、後は必要になったパッケージをその都度インストールするのが実際的かもしれません。　なお、旧ライブラリフォルダは、中にあるパッケージをアップデイトせずに、そのままの状態で保存します。統計的再現可能性を維持するためです。



R と RStudio の更新
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R のバージョンの確認
installr パッケージの check.for.updates.R 関数を
実行して、現在の R バージョンと
最新の R バージョンをチェック

新しいバージョンがある場合の表示
RStudio を終了し、新しいバージョンの
R をCRAN からインストール
（RStudio の再インストールは不要）

現在の R バージョンが最新である場合の表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R が最新バージョンか否かは、　installr パッケージの check.for.updates.R 関数を実行します。パッケージの説明が終わった後に行います（後で操作）。　使っているバージョンよりも新しいバージョンがあれば、右上のように表示されます。新しいバージョンをインストールするには、RStudio を終了し、新しいバージョンの R を通常の方法でインストールします。この後の RStudio の再インストールは不要です。　現在のバージョンが最新であれば、右下のように表示されます。 �　



R と RStudio の更新
R のバージョンの確認

[Tools]＞[Grobal options...]＞[General]＞[Base]＞ [R version] で確認

19

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　現在使っている R のバージョンは、[Tools]＞[Grobal options...]＞[General]＞[Base]＞[R version] で確認できます。後で行います（後で操作）。



R と RStudio の更新
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RStudio のバージョンの確認
[Help]＞[Check for Updates]により
新しいバージョンの RStudio があるか否かを
確認できる

RStudio のバージョンアップ
インストールと同様に処理
新しいバージョンの上書きで対応

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　現在よりも新しいバージョンの RStudio があるか否かは、[Help]＞[Check for Updates]で確認できます（後で操作）。　現在使っている RStudio が最新でないならば、左下のように表示されます。最新であれば右下のように表示されます。　RStudio のバージョンアップを行うには、RStudio を終了して通常のインストールを行います。旧バージョンに新バージョンが上書きされます。



文字エンコード
R と RStudio の文字エンコード

R と RStudio のデフォルトの文字エンコード
Windows PC ：R 4.2.0 より前は CP932（Shift_JIS の拡張）、R 4.2.0 から UTF-8 
Mac PC ：UTF-8

R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合
デフォルトの文字エンコード（cp932）を UTF-8 に変更（このセミナーで推奨）

R 4.2.0 以降の R と RStudio を利用する場合
デフォルトの文字エンコード（UTF-8）のままで変更は不要

UTF-8 に統一して R を利用（「９ データファイルの読み込み」の項で再度説明）
Windows 10 で Excel とWord は UTF-8 に対応、データのやり取りに問題はない
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文字コード ：文字に割り当てられた番号
文字エンコード：文字と文字コードの対応表
このセミナーの途中で、

適宜、ここを見返してください

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここから、文字エンコードについて説明します。文字コードは文字に割り当てられた番号、文字エンコードは文字と文字コードの対応表と考えていいようですが、複雑で、私も完全に理解していないため、ここでは便宜的な説明になるのをご容赦ください。　この部分も、セミナーの後半の説明を聞かないと、この場での理解は難しいと思います。このセミナーの途中で、必要になったらここを見返してください。



文字エンコード
R と RStudio の文字エンコード

R と RStudio のデフォルトの文字エンコード
Windows PC ：R 4.2.0 より前は CP932（Shift_JIS の拡張）、R 4.2.0 から UTF-8 
Mac PC ：UTF-8

R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合
デフォルトの文字エンコード（cp932）を UTF-8 に変更（このセミナーで推奨）

R 4.2.0 以降の R と RStudio を利用する場合
デフォルトの文字エンコード（UTF-8）のままで変更は不要

UTF-8 に統一して R を利用（「９ データファイルの読み込み」の項で再度説明）
Windows 10 で Excel とWord は UTF-8 に対応、データのやり取りに問題はない
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これまでWindows 版の R では、デフォルトの文字エンコードが cp932（shift-JISの拡張）でした。それが、R のバージョン 4.2.0 から UTF-8 に変更されました。なお、Mac PC の場合は以前から UTF-8 でした。　このセミナーでは、前のバージョンの場合、デフォルトの cp932 から UTF-8 への変更を推奨していました。R 4.2.0 以降の R を利用する場合は、デフォルトのままで変更は不要です。ただし、ファイル管理に必要な知識ですから、ここの説明を一通り聞いてください。　いずれにしても、文字エンコードを UTF-8 に統一して R と RStudio を利用します。文字エンコードを cp932（shift-JIS）で保存したデータファイルを利用する場合、特別な対応が必要です。これについては、「９ ファイルの読み込み」で説明します。Windows 10 で Excel とWord は UTF-8 に対応しているので、データのやりとりに問題はありません。



文字エンコード
文字エンコードの設定（R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合）

文字エンコードの設定を UTF-8 に変更
(1) [Tool] ＞ [Grobal Options...] ＞ [Code] ＞ [Saveing]＞[Serialization]＞[Default text encoding]

プロジェクトを開始した後、文字エンコードを UTF-8 に変更
(1)  [Tool] ＞ [Project Options] ＞ [Code Editing] ＞ [Text encoding]

プロジェクトでの文字エンコードを設定

(2)  [File] ＞ [Reopen with Encoding] 
文字エンコードを指定してファイル読み込む

(3)  [File] ＞ [Save with Encoding]
文字エンコードを指定してファイルを保存

23

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　初期設定として、トップメニュー[Tool] ＞ [Grobal Options...] ＞ [Code] ＞ [Saveing]＞[Serialization]＞[Default text encoding] で、文字エンコードの設定を行います。　プロジェクトを開始した後、RStudio で文字エンコードを設定するところは３か所あります。　トップメニュー [Tool] ＞ [Project Options] ＞ [Code Editing] ＞ [Text encoding]では、プロジェクトでの作業に使う文字エンコードを指定します。�　トップメニュー [File] ＞ [Reopen with Encoding] では、ファイルを開くときの文字エンコードを指定します。読み込むファイルに応じて設定できます。　トップメニュー [File] ＞ [Save with Encoding] では、ファイルを保存するときの文字エンコードを指定します。これで、保存するファイルの文字エンコードを設定します。



文字エンコードの設定（R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合）

文字エンコード

24

UTF-8を選択

CP932
(System default) 

[Tool] ＞ [Grobal Options...] ＞ [Code] ＞ [Saveing]＞[Serialization]＞[Default text encoding]

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio のトップメニューに [Tool] があります。ここら、[Tool] ＞ [Grobal Options...] ＞ [Code] ＞ [Saveing]＞[Serialization]＞[Default text encoding] と選択します（後で操作）。　R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合、右側に示したように、デフォルトが CP932 になっていますから、UTF-8 を選択して [OK] をクリックします（後で操作）。　



文字エンコード
文字エンコードの設定（R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合）

25

R 4.2.1 の文字エンコードの設定メニュー R 4.1.2 の文字エンコードの設定メニュー

UTF-8
(System default) 

UTF-8を選択

CP932
(System default) 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　右側の R 4.1.2 のメニューに対して、左側に示した R 4.2.1 のメニューでは、システムデフォルトが UTF-8 なっています。この場合は、設定内容を確認して、[Cancel] をクリックします（後で操作）。　　　　　　　　　　　　　　　　　



文字エンコードの設定（R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合）

文字エンコード

26

UTF-8を選択

(1)  [Tool] ＞ [Project Options] ＞ [Code Editing] ＞ [Text encoding]

(2)  [File] ＞ [Reopen with Encoding] 
(3)  [File] ＞ [Save with Encoding]

CP932
(System default) 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　プロジェクトを開始後、文字エンコードの設定は３か所です。(1)トップメニュー [Tool] ＞ [Project Options] ＞ [Code Editing] ＞ [Text encoding]と選択します。R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合、右側に示したように、デフォルトが CP932 になっていた場合、UTF-8 を選択して [OK] をクリックします（後で操作）。　同様に、(2)、(3) の設定します（後で操作）。



2 R と RStudio の基本操作

R と RStudio の起動
R と RStudio の外観
R と RStudio の初期設定
R と RStudio の基本操作
（プロジェクトの作成、R スクリプトを実行）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　それでは、R と RStudio を起動させて、その外観を確認します。　さらに、初期設定をして、簡単な操作をしてみましょう。プロジェクトを作成して、簡単な R スクリプトを実行します。



R と RStudio のショートカットと起動
RStudioのショートカットをクリック
RStudioを起動すると，R も自動的に起動する

R のバージョンの選択
複数のバージョンの R を
インストールしてある場合、
Ctrl キーを押しながら RStudio を起動し、
開いたダイアログでバージョンを指定
次回の起動時にもこの選択が反映

バージョンアップの後、
新バージョンで問題が生じる場合、
ひとまず、旧バージョンに戻って作業

28

R と RStudio の起動

RStudio の
ショートカット

インストール済み
バージョンの一覧

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　インストール後、右側の図のように、ディスクトップに R と RStudio のアイコンが表示されます。　この RStudio のアイコンをクリックして、RStudio を起動してください。自動的に R も起動します（操作）。　なお、R のバージョンアップに伴って、１台の PC に複数のバージョンの R がインストールされます。このときCtrlキーを押しながら RStudio を起動すると、左側の図のようなダイアログが開き、この PC にインストールしてあるバージョンの一覧が表示されます。ここで使用するバージョンを選択することができます。ここで選択したバージョンは、次回の起動時にも反映します。　メジャーバージョンアップした後、新バージョンの R でパッケージなどが正常に作動しない場合があるようです。ひとまず、正常に動いていた旧バージョンに戻って作業をすることができます。



 片瀬雅彦

R と RStudio の外観
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大きな区画（Pane）
（ペイン、パネル、画面）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　初めて起動したときの、最初の画面です。オレンジ枠で示した３つの区画に分かれています。この区画を「ペイン」 といいます。書籍やサイトによっては、「ペーン」「パネル」とか「画面」というように表記されている場合があります。このセミナーでは「ペイン」と呼ぶことにします。
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[File] ＞ [New File] > [R Script] 
ペインが３つの場合
もう一つのペインを表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このような３つのペインが表示されている場合、もう１つのペインを表示させます。トップメニューから [File] ＞ [New File] > [R Script] を選択してください（操作）。



R と RStudio の外観
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ペイン
（Pane）

ペイン
（Pane）

ペイン
（Pane）

ペイン
（Pane）

トップメニュー
アイコン

ペインのフレームの
ハンドルをドラッグ
大きさを変更

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　４つのペイン構成になります。これが基本的な状態です。　ペインのフレームにカーソルを移動させると、カーソルの形が、フレームのハンドルの形に変わります。これをドラックするとペインの大きさを自由に変えられます（操作）。　この４つのペインとは別に、一番上のブルー枠の部分にトップメニューとアイコンがあります。トップメニューの内容は、File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, Help です。



R と RStudio の外観
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[Console] 
[Terminal] 

[Environment] 
[History] 

[Connections] 

[Files] , [Plots] ,
[Packages] ,

[Help] , [Viewer] 

[Sourceエディタ] 
[R Information] 

これ以外にも、作業に応じて
適宜、いくつかのタブが開く[Sourceエディタ] 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　各ペインには、オレンジ枠で示したように、タブやアイコンが個別に付いています。　左上のペインには、「Untitled1」になっている [Sourceエディタ] のタブ、 [R Information] のタブがあります。　左下のペインには、 [Console] と [Terminal] のタブがあります。　右上のペインには、 [Environment]  [History]  [Connections] のタブがあります。　右下のペインには、 [Files]  [Plots]  [Packages]  [Help]  [Viewer] のタブがあります。　皆さんの表示は、これと多少異なっているかもしれません。また、この他にも、作業に応じていくつかのタブが開きます。太字で示したタブを中心に説明していきます。



R と RStudio の初期設定
作業ディレクトリ（working directory）を RStudio に設定
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「～」：チルダ、パスの省略
C:¥Users¥ユーザー名¥Documents

Default working
directoryの設定

トップメニュー
[Tools] 

使用中の R のバージョン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここで、さきほど作成した「作業ディレクトリ (working directory)」を RStudio に設定します。　トップメニュー [Tools] ＞ [Grobal Options...] ＞ [General] ＞［Basic］を選択してください（操作）。　ここで、先ほど説明したように、現在使用中の R のバージョンが確認できます。　この表示の下に「Default working directory」 を設定する場所があります。ここに波型の「チルダ」の記号があります。これはパスの省略で、このPCの場合は、C:\Users\ユーザー名\Documents を「~」で表しています。　ここで、 ブルーの矢印で示した[Browse...] をクリックします（操作）。



作業ディレクトリ（working directory）を RStudio に設定

R と RStudio の初期設定
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先に作成した作業ディレクトリ
「R-Work」 を選択

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さきほど作業ディレクトリを作成しました。ここでは、「R-Work」 になっています。この作業ディレクトリを[フォルダ]の窓に表示させて、 [Open] をクリックしてください（操作）。



作業ディレクトリ（working directory）を RStudio に設定

R と RStudio の初期設定
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今後の操作で、
作業ディレクトリの下に
プロジェクトと同名の
フォルダが生成
「test」 「crop2cv」

作業ディレクトリ

設定された作業ディレクトリ
C:¥Users¥ユーザー名¥Documents

¥MyFolder¥R-Work
全て半角英数字とハイフン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これで、「Default working directory」に「R-Work」が設定されました。作業ディレクトリのパスは、「チルダ\MyFolder\R-Work」 と表示されています。チルダを読み替えると、「C:\Users\ユーザー名\Documents\Myfolder\R-Work」になります。全て半角英数字とハイフンであることに注意してください。　これから作業を進めていくと、右図のように、この作業ディレクトリの下に、プロジェクトと同名のフォルダ、ここでは「exp-1」「exp-2」「exp-3」が生成されていきます。全て半角英数字にします。　今後の操作では、「test」と「crop2cv」の２つのプロジェクトを作りますので、同名のフォルダが生成されます。



文字エンコードの設定（R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合）

R と RStudio の初期設定
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UTF-8を選択

CP932
(System default) 

[Tool] ＞ [Global Options...] ＞ [Code] ＞ [Saving]＞[Serialization]＞[Default text encoding]

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さきほど説明した文字エンコードを設定します。R 4.2.0 より前の R と RStudio を利用する場合は変更し、R 4.2.0 以降のバージョンでは確認をします。　トップメニュー[Tool] ＞ [Grobal Options...] ＞ [Code] ＞ [Saveing]＞[Serialization]＞[Default text encoding] と選択します（操作）。　システムデフォルトが CP932 になっている場合は、UTF-8 を選択して [OK] をクリックします（操作）。　システムデフォルトが UTF-8 なっていれば、そのまま[Cancel] をクリックします（操作）。　　　　　　　　



外観のカスタマイズ
[Tool] ＞ [Global Options] ＞[Appearance]

テーマの選択
[RStudio theme]：Modern, Sky
[Editor theme]   ：デフォルトは Textmate

拡大と縮小
[Zoom]

フォントの種類とサイズの設定
[Editor font size:] [Editor font]

好みの外観にカスタマイズ

R と RStudio の初期設定
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デフォルトは
Textmate

Modern
Sky

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio の外観をカスタマイズできます。　トップメニュー [Tool] ＞ [Global Options] ＞ [Appearance]と選択してください（操作）。　[RStuido theme] と [Editor theme] で全体の外観を設定します。[RStuido theme] の選択肢は「Modern」と「Sky」 の２種類で、設定を変更した後、RStudio を終了して再起動しないと反映されないようです。 [Editor theme]には多数の選択肢があり、デフォルトは「Textmate」です。 　また、[zoom]で、全体の縮小・拡大、[Editor font]と[Editor font size]で表示されるフォントの種類とサイズを変更できます。　自分の好みにあったカスタマイズができます。ちなみに、ここでの表示はデフォルトです。



R と RStudio の初期設定
外観のカスタマイズ
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RStudio theme: Modern                 RStudio theme: Sky
Editor theme   :Textmate Editor theme   :Textmate

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左はデフォルトの状態で、[RStuido theme] が「Modern」、 [Editor theme] が「Textmate」です。これから[RStuido theme] を「Sky」 に変更すると右のようになります。



R と RStudio の初期設定
外観のカスタマイズ
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RStudio theme: Modern                 RStudio theme: Modern
Editor theme   : Textmate Editor theme   : Tomorrow

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左のデフォルトの状態から、、 [Editor theme] を 「Tomorrow」に変更すると右のようになります。[Source エディタ]の文字の色が変わりました。



R と RStudio の初期設定
外観のカスタマイズ

40

RStudio theme: Modern                 RStudio theme: Modern
Editor theme   : Textmate Editor theme   : Cobalt

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左のデフォルトの状態から、、 [Editor theme] を 「Cobalt」に変更すると右のようになります。デフォルトでは、背景がホワイトで眩しいと感じる人は、このような設定を好むかもしれません。　後でじっくりと好みの外観にカスタマイズしてください。ここでは、左のデフォルトで進めます。



R と RStudio の基本操作
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ショートカットキー
Undo Ctrl + Zキー 操作を元に戻す
Redo Ctrl + Yキー 操作をやり直す
Cut Ctrl + Xキー 選択した項目を切り取る
Copy Ctrl + Cキー 選択した項目をコピーする
Paste Ctrl + Vキー 選択した項目を張り付ける

ショートカットキー
Clear Console

Ctrl + Lキー [Console] の表示内容を消去

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここから、RStudio の基本操作に入ります。　まず、トップメニューの [Edit] をクリックして、 Undo、Redo、Cut、Copy、Paste、Clear Console などのメニューを確認してください（操作）。　　これらの機能を使う場合、このメニューではなく、これらのショートカットキーを使うと便利ですから、覚えてください。コントールキーを押しながら、アルファベットのキーを同時に押します。これらは、Windows 共通のショートカットキーです。　最後の 「Crtl + L」 は、RStudio 独自のショートカットキーで、RStudio の左下のペインにある [Console] の内容を全て消去するときに使います。



R と RStudio の基本操作
新しいプロジェクトの作成

プロジェクト「test」を作成（３か所から開始可）
(1)  [File] > [New Project...]
(2) [Project(None)] > [New Project...]
(3) [Create a project] アイコン
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(2) [Project (None)] 
＞ [New Project...] 

(1) [File] 
＞ [New Project...] 

(3) [Create a project] 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　最初に、プロジェクト「test」を作成します。３か所から作成できます。　１か所目は、(1) RStudio の左側のトップメニュー [File] ＞ [New Project...] です。　２か所目は、(2) RStudio の右端で、現在のプロジェクト名が表示されている所です。今はプロジェクトを指定していませんから、 [Project:(None)] と表示されています。ここをクリックするとメニューが表示されるので、 [New Project...] に進みます。　３か所目は、(3) トップメニューの「File」や「Edit」の下で、「＋」マークのついた [Create a project]アイコンからです。　どこからでも構いませんから、選択してください（操作）。 



R と RStudio の基本操作
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新しいプロジェクト名を
入力（具体的な名称）
半角英数字と「-」
ここでは 「test」 とする

プロジェクトを
保存するフォルダ

（デフォルトは
作業ディレクトリ）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Create Project] > [New Directory] > [New Project] > [Create New Project] と進んでください（操作）。　 [Directory Name] で、プロジェクトの名称を入力します。具体的な名称を付けますが、今回は「test」にしてください。ここで使う文字は、半角英数字とハイフンのみを使うことに注意してください（操作）。　このプロジェクトを保存するフォルダは、デフォルトで先ほど指定した作業ディレクトリになっています。このままで、 [Create Project] をクリックしてください（操作）。



R と RStudio の基本操作
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プロジェクトのパス

プロジェクト名

プロジェクトのフォルダ
の内容が表示

RStudio とプロジェクトを
関連付け

プロジェクトを管理
（拡張子 Rproj）

[Files] タブ

プロジェクト名

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これで、RStudio の左上と右上に、プロジェクト名「test」 が表示されました。現在、「test」というプロジェクトの中で作業している状態です。　右下のペインの [Files] タブを見ると、プロジェクトのパスである「Home>MyFolder>R-Work>test」が表示されています。　この [Files] タブには、このパスのフォルダの中身、つまりプロジェクトのフォルダの中身が表示されています。現在は、「test.Rproj」というファイルが１つあります。これが、プロジェクト「test」と RStudio を関連付けるファイル、つまりプロジェクトを管理するファイルになります。拡張子は「Rproj」です。　したがって、RStudio が起動していない状態で、この「test.Rproj」をエクスプローラーで表示させてダブルクリックすると、RStudio と R が起動し、プロジェクト「test」 が読み込まれ、このプロジェクトの作業に直接入ることができます。



R と RStudio の基本操作
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(2)  [File] ＞ [Reopen with Encoding] 
(3)  [File] ＞ [Save with Encoding]

スライド23～ 参照

(1)  [Tool] ＞ [Project Options] ＞
[Code Editing] ＞ [Text encoding]

スライド23～参照

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　すでにスライド 23 で説明したように、新しくプロジェクトを作成したら、文字エンコードを設定するところが３か所あります。R 4.2.0 よりも前のバージョンの場合、 (1) の文字エンコードの UTF-8 に変更します（操作）。また、ファイルの読み書きに対応して、(2)(3)を変更します。　R 4.2.0 以降のバージョンの場合は、デフォルトで UTF-8 になっていますから確認してください（操作）。



R と RStudio の基本操作
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R の
オープニングメッセージ

スクロールバーを
スライドさせると

隠れた部分を見られる

左下のペインを
大きくして

見えやすくする

カーソルは
上に移動不可

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio の左下のペインの [Console] タブを見てください。このペインが小さくて見にくいようであれば、フレームをドラックしてペインを大きくし、見やすくしてください（操作）。　R のオープニングメッセージが表示されています。スクロールバーでスライドさせて 、上の隠れた部分を見てください（操作）。　　　「>」の形をしたプロンプトの右にカーソルがあります。このカーソルを、上に移動させようとしても、それはできません。



R と RStudio の基本操作

 [Console] でのオープニングメッセージ
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R version 4.0.3 (2020-10-10) -- "Bunny-Wunnies Freak Out"
Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R は、自由なソフトウェアであり、「完全に無保証」です。
一定の条件に従えば、自由にこれを再配布することができます。
配布条件の詳細に関しては、'license()' あるいは 'License()' と入力してください。

R は多くの貢献者による共同プロジェクトです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自己責任で利用

R のコードネーム
（Code Name）

ライセンス

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R のオープニングメッセージの内容を確認してください。　R のバージョンの右側に、"Bunny-Wunnies Freak Out"というコードネームが表示されています。 新しいバージョンごとに付けられるようです。したがって、ここの表示と皆さんの表示は異なっているはずです。　R は、自由なソフトウェアであり、「完全に無保証」であることが表示されています。自己責任で使用することが求められます。　その下に、licence() を入力すると、R の配布条件を見られることが記載されています。



 片瀬雅彦

R と RStudio の基本操作

 [Console] でのオープニングメッセージ
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・・・・・・・・・・・・・・・・
配布条件の詳細に関しては、'license()' あるいは 'License()' と入力してください。

R は多くの貢献者による共同プロジェクトです。
詳しくは 'contributors()' と入力してください。
また、R や R のパッケージを出版物で引用する際の形式については
'citation()' と入力してください。
'demo()' と入力すればデモをみることができます。
'help()' とすればオンラインヘルプが出ます。
'help.start()' で HTML ブラウザによるヘルプがみられます。
'q()' と入力すれば R を終了します。
> _

プロンプト
カーソル

貢献者

引用方法

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　その続きです。　R の貢献者を見るには、「contributors()」と入力します。　R を出版物などで引用する際の形式を見るには、「citation()」と入力します。　最後に、「＞」という表示があります。これは「プロンプト」と呼びます。入力待機の状態です。この右側にカーソルがあります。 　 



R と RStudio の基本操作
 [Console] にcitation() を入力

「citation()」は、関数の１つ、引用するときの形式を出力
[Console] タブで、プロンプトの後に 「citation()」 を入力して [Enter] キーを押す
（入力途中で、メニューが表示された場合、citation が現れたら選択）

R を使った研究結果を論文等にするときの表記方法が [Console] タブに表示

なお、Ihaka and Gentleman (1996) を引用している文献もある
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関数> citation( )
To cite R in publications use:

R Core Team (2020). R: A language and  environment for statistical computing.
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

（）を忘れないように

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「citation()」 は関数の１つで、引用するときの形式を出力します。　それでは、プロンプトの後に 「citation()」 を入力して [Enter] キーを押してください。（）を忘れないようにしてください（操作）。　もしも、入力していく途中で、メニューが表示された場合、その中に citation が現れたらそれを選択してください。この場合は、自動的に括弧が付くので、そのままEnter キーを押します。これについては、後で詳しく説明します。�　[Console] タブで、入力した次の行から結果が出力されます。この画面では、ブルーの部分が出力結果です。R を使った研究結果を論文等にするときの表記、たとえば引用文献リストでの表記は、 R Core Team (2020) になっています。なお、開発者である Ihaka and Gentleman (1996) を引用している文献もあります。



R と RStudio の基本操作
 [Console] に contributors()を入力

「contributors()」は、関数の１つ
[Console] で、プロンプトの後に 「contributors()」 を入力

（入力途中で表示されるメニューを利用）
[R information] タブ（左上のペイン）に結果が表示
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R is a project which is attempting to provide a modern piece of statistical software for the GNU suite of 
software.
The current R is the result of a collaborative effort with contributions from all over the world.

Authors of R.

R was initially written by Robert Gentleman and Ross Ihaka－also known as "R & R" of the
Statistics Department of the University of Auckland. 
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

GNU プロジェクト
フリーソフトウェアを開発・提供して、
ユーザーに広くその恩恵を
行き渡らせる国際的なプロジェクト

[R information] タブの表示（一部）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　次に、contributors() です。 [Console] に入力して [Enter] キーを押してください。ここでも、入力中にメニューが出てき場合には、それを利用してください（操作）。　RStudio の左上のペインに [R information] タブが開いて、そこに表示されます。　ここに、R の開発に携わった貢献者の紹介があります。そのトップの部分で、R はGNU（グヌー）として統計ソフトウェアを提供するプロジェクトだと言っています。GNU プロジェクトは、フリーソフトウェアを開発・提供することにより、ユーザーに広くその恩恵を行き渡らせる国際的なプロジェクトです。　その下のオレンジで示したように、さきほど紹介した Gentleman と Ihaka の名前が見えます。



R と RStudio の基本操作
 [Console] での補完機能

プロンプトの後に"c" を入力して、TAB キーを押すと候補が表示される
矢印キー↓↑で候補を選択、またはカーソルを移動、関数のヘルプが表示
候補が多すぎなので、さらに絞り込む
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矢印キー↓↑で
候補を選択
またはカーソル

関数のヘルプが
表示

プロンプトの後に
「c」 を入力して
TAB キーを押す

スクロールバー

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「citation()」、「contributors()」と入力していく過程で、自動的に出てきたメニューは、補完機能です。出てこなかったかもしれません。これを強制的に使ってみます。　もう一度、[Console]のブロンプトの後に「c」と入力して、TABキーを押してください（操作）。　このように、「c」で始まる関数の候補が表示されます。上下の矢印キーで候補の中から選べます。カーソンで選ぶこともできます（操作）。　選択肢を選択すると、その関数のヘルプが右側に表示されます（操作）。　ここで、スクロールバーをスライドさせてメニューの下を探すと、citation が見つかるかもしれません。しかし、候補が多すぎですから、さらに絞り込みます。



R と RStudio の基本操作
 [Console] での補完機能

さらに「i」 を追加すると、関数の候補が絞り込まれ、「citaion」を確認
関数「citation」を選択して、TAB キーまたは Enter キーを押して選択を確定
補完機能は、いろいろな場面で有効（入力に困ったら、Tab キーを押してみる）
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さらに「i」を追加
「ci」とする

関数の候補が
絞り込まれる

選択を確定

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さらに、続けて「i」を入力して、「ci」にしてください（操作）。　候補が絞り込めました。この場合、偶然に、一番上に「citation」があります。ここで、Enter キーを押すか、もう一度TABキーを押すと、「citation」を入力できます。この場合は自動的に括弧が付きます（操作）。　このようにして、補完機能を利用すると、入力が楽になります。この他にも、いろいろな場面でこの補完機能が働きます。入力に困ったときなどに、Tab キーを押してみると、候補が表示されることがあります。



R と RStudio の基本操作
 [Console] でのスクリプト入力

プロンプトの後に、ソースコード（スクリプト）を１行ずつ入力してEnterキーを押す
その都度、ソースコード（スクリプト）が実行される
R はスクリプト言語（ソースコードを入力すると即座に実行される）
[Console] に表示された内容を確認
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[Console] のプロンプトの後に
ソースコード（スクリプト）を１行ずつ入力
行の最後で Enter キーを押す

>235 + 129
> x <- 5 + 8
> x
> y  <- c(23, 54, 35)
> y

「<-」は離さないで入力
（不等号とマイナス）
「ALT」 キー＋「－」キー

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　つぎに、 [Console] で、ソースコードをプロンプトの後に１行ずつ入力して、行の最後で Enter キーを押してください。そして、 [Console] に表示された内容を確認してください。　打ち込むソースコードは、「235 + 129」、「x <- 5 + 8」、「x」、「y  <-  c(23, 54, 35)」、「y」 です。　なお、「<-」 は不等号とマイナスを組合せて入力してください。２つは離さないで入力します。このショートカットキーとして、「ALT」キーと「マイナス」キーを同時に押します。　では、入力してください。入力ミスをして Enter キーを押した場合、次に出てくるプロンプトの後に再度入力してください（操作）。　このように、ブロンプトの後に R のソースコード を入力すると、即座に実行されます。このようなソースコードを「スクリプト」といいます。R はスクリプト言語です。



R と RStudio の基本操作
 [Console] でのスクリプト入力

プロンプトの後に、以下のスクリプトを１行ずつ入力してEnterキーを押す

54

> 235 + 129 加算
[1] 364 結果出力、 [1] は出力結果の１番目であることを示す

> x <- 5 + 8 加算した結果をオブジェクト x に付値、x はスカラー（要素１つのベクトル）
> x オブジェクト x の中身を表示

[1] 13 結果出力
> y  <- c(23, 54, 35) オブジェクト y に 23, 54, 35 を付値、y は３つの要素からなるベクトルになる
> y オブジェクト y の中身を表示 （要素が複数）

[1] 23 54 35 結果出力

「23」が出力結果の
１番目である
ことを示している

データ構造
スカラー：要素が１つのベクトル
ぺクトル：要素が複数

代入する

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Console] の表示で、入力部分をブラック、出力部分をブルーで表示してあります。　「235 + 129」　は足し算です。結果が [1] 364 と表示されます。 [1] は「364」が出力結果の１番目であることを示しています。　「x <- 5 + 8」 は、足し算した結果を x に付値します。x をオブジェクトといいます。「付値」は代入するというような意味です。x は１つの数値を要素とするオブジェクトになります。このデータ構造をスカラーといいますが、要素が１つのベクトルです。ただし、これだけでは、なにも出力されません。�　「x」 と入力して Enter キーを押すと 、オブジェクト x の中身が表示されます。 [1] 13 は出力結果です。�　「y <- c(23, 54, 35)」 は、オブジェクト y に ３つの数値を付値します。y は３つの数値を要素とするオブジェクトです。このデータ構造をベクトルといいます。　「y」 と入力してオブジェクト y の中身を表示します。 [1] 23 54 35 は出力結果です。[1] は、23が出力結果の１番目であることを示しています。



R と RStudio の基本操作
 [Console] でのスクリプト入力

プロンプトの後に、以下のスクリプトを１行ずつ入力してEnterキーを押す
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> 235 + 129 加算
[1] 364 結果出力、 [1] は出力結果の１番目であることを示す

> x <- 5 + 8 加算した結果をオブジェクト x に付値、x はスカラー（要素１つのベクトル）
> x オブジェクト x の中身を表示

[1] 13 結果出力
> y  <- c(23, 54, 35) オブジェクト y に 23, 54, 35 を付値、y は３つの要素からなるベクトルになる
> y オブジェクト y の中身を表示 （要素が複数）

[1] 23 54 35 結果出力

「23」が出力結果の
１番目である
ことを示している

[1] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8  0.9
[10] 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 0.1 が１番目、1.0 が 10 番目

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　仮に、右の最下段のように表示された場合、0.1 が１番目、1.0 が10番目であるという意味です。



R と RStudio の基本操作
 [Console] でのスクリプト入力

プロンプトの後に、以下のスクリプトを１行ずつ入力してEnterキーを押す

x, y はオブジェクト（ベクトル、マトリックス、データフレーム、リスト等を付値できる）
規則にしたがって、自由に命名できる
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> 235 + 129 加算
[1] 364 結果出力、 [1] は出力結果の１番目であることを示す

> x <- 5 + 8 加算した結果をオブジェクト x に付値、x はスカラー（要素１つのベクトル）
> x オブジェクト x の中身を表示

[1] 13 結果出力
> x <- c(23, 54, 35) オブジェクト x に 23, 54, 35 を付値、x は３つの要素からなるベクトルになる
> x オブジェクト x の中身を表示 （要素が複数）

[1] 23 54 35 結果出力

データ構造：データを集めて、決められた構造でデータを束ねる
何を付値するかで、オブジェクトのデータ構造が決まる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　x, y はオブジェクトといい、ベクトル、マトリックス、データフレーム、リスト などを付値することができます。これらの種類を「データ構造」といいます。データを集めてきて、決められた構造でデータを束ねておきます。この決められた構造が「データ構造」です。後で詳しく説明します。　そのオブジェクトがベクトルになるか、マトリックスになるかは、何を付値したかで決まります。　前のスライドと上の事例を少し変えてあります。x に 5+8 を付値すると、x は要素１のベクトル（スカラー）になります。さらに、x にc(23, 54, 35) を付値すると、x は要素３のベクトルになります。つまり、上書きされます。　オブジェクト名は、「x, y」だけではなく、規則に従って、自由に命名できます。これについては、後で詳しく説明します。�



R と RStudio の基本操作
 [Console] でのスクリプト入力

プロンプトの後に、以下のスクリプトを１行ずつ入力してEnterキーを押す

x, y はオブジェクト（ベクトル、マトリックス、データフレーム、リスト等を付値できる）
「c( )」 は関数， 「combine」，「concatenate」の意味、ベクトルを生成
「<-」 は付値（assignment ）する機能がある （「=」も使えるが、ここでは使わない）
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> 235 + 129 加算
[1] 364 結果出力、 [1] は出力結果の１番目であることを示す

> x <- 5 + 8 加算した結果をオブジェクト x に付値、x はスカラー（要素１つのベクトル）
> x オブジェクト x の中身を表示

[1] 13 結果出力
> x <- c(23, 54, 35) オブジェクト x に 23, 54, 35 を付値、x は３つの要素からなるベクトルになる
> x オブジェクト x の中身を表示 （要素が複数）

[1] 23 54 35 結果出力

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「c( )」 は関数の一つです。 「combine」，「concatenate」の意味があります。ここで行ったように、ベクトルを作ります。�　不等号とマイナスからなる記号「<-」 は、付値する機能があります。対応する英語は assignment です。「<-」の代わりに「=」（イコール）も使えます。ここでは、「<-」 で統一し、イコールは使いません。



R と RStudio の基本操作
 [Console] でのスクリプト再入力

プロンプトの後に、以下のスクリプトを入力

129 ではなく、128 であることに気が付いた場合
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プロンプトでの待機状態で
「Ctrl キー」＋「矢印キー↑」を押すと
入力履歴の一覧が表示
選択してプロンプトの後に再表示>235 + 129

[1] 364

> 235 + 129
[1] 364

>235 + 129

>235 + 128
[1] 363

プロンプトの状態で
「矢印キー↑」を押すと
１つ前の入力が再現
修正して再入力可
↑ を２回押すと、
２つ前の入力が再現

誤りなので再計算したい

１つ選択

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　では、もう一度、プロンプトの後に、>235 + 129 を入力して、 [1] 364 を表示させてください（操作）。　この時、129 ではなく、128 であることに気が付いたとします。再入力しなくてはなりません。　ここで、プロンプトでの待機状態で、矢印キー「↑」を１回押すと、１つ前に入力したスクリプトがプロンプトの後に再現されます。これを修正して入力すると、楽に再入力できます（操作）。　矢印↑を２回、３回、４回押すと、２つ前、３つ前、４つ前に入力したスクリプトが再現されます。また、右に示したように、「Ctrl キー」を押しながら「矢印キー↑」を１回押すと、入力履歴の一覧が表示されます。この中から１つ選ぶと、そのスクリプトがプロンプトの後に再現されます（操作）。



R と RStudio の基本操作
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここで、RStudio の右上のペインにある [Environment] タブ と [History] タブを見てください。　



 [Environment] タブ
[Environment] タブに、生成したオブジェクトが表示（メモリの「作業スペース」にある）

このオブジェクトが、現在利用できる
箒（ほうき）のアイコンで、すべてのオブジェクトを削除（メモリの該当部分を解放）

R と RStudio の基本操作
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作業スペースの
オブジェクトの
一覧

スカラー（要素１つのベクトル）

ベクトル（要素が数値）
要素には左から 1, 2, 3 ・・・
と番号で指定 num [1:3] 

オブジェクトを
メモリから
全て削除

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Environment] タブには、生成させたオブジェクトが表示されています。　ここに表示されているオブジェクトがメモリの「作業スペース」にあり、現在利用できるオブジェクトになります。　x は要素が１つのベクトルで、スカラーです。y は数値の要素が３つで、ベクトルです。ベクトルの要素は最初から１、２、３と番号を付けて指定するので、 num [1:3] （１コロン３）という表示になっています。つまり、数値で、1～3までの要素があるという意味です。プログラム言語によっては、0, 1, 2・・・とゼロから始まる場合もありますが、R は１から始まることに注意してください。　ホウキ（箒）のアイコンをクリックすると、メモリの「作業スペース」からオブジェクトを全て削除します。試しに x と y を消去してください（操作）。　



 [History] タブ
[History] タブには、作業履歴（ [Console] への入力履歴）が表示
履歴を選択して、[Console] または [Sourceエディタ]にコピー可
過去にさかのぼってスクリプトの入力履歴を検索、利用可能

R と RStudio の基本操作
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[Console]へ
コピー

[Sourceエディタ]へ
コピー

[Console]に
入力した履歴

全ての
履歴表示を消去

選択した
履歴表示を消去

過去の履歴
を検索

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [History] タブには、これまで [Console] に入力したスクリプトの履歴が順番に表示されています。　これらの履歴の表示の一部を選択して [To Console] を押すと、 [Console] にコピーして実行することができます（操作）。　また、[To Source] を押すと、 [Sourceエディタ] にコピーできます（操作）。　赤に白抜きの×印をクリックすると、選択した表示を消去します。ホウキ（箒）のアイコンをクリックすると、全ての表示を一括消去できます。この履歴の表示は消去してもいいので、試しに消去してください（操作）。　履歴の表示を消去しても、過去の履歴そのものは保存されているので、過去にさかのぼって、履歴を検索することができます。その検索には、虫眼鏡のアイコンをクリックします。検索して、過去に入力したスクリプトを[sourceエディタ]や[Console]にコピーできます。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトの終了

２か所のどちらかでプロジェクトを終了
(1)   [File] > [Close Project] 
(2)「test」> [Close Project] 
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(2) 「test」
＞ [Close Project] 

(1) [File] 
＞ [Close Project] 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さて、ここで一旦、プロジェクト「test」を終了します。プロジェクトを開始した２か所のいずれかで終了させます。　１か所目は、(1) RStudio のトップメニュー [File] ＞ [Close Project] を選択します。　２か所目は、(2) RStudio の右端で、現在のプロジェクト名「test」をクリックするとメニューが表示されますから、 [Close Project] を選択します。　まず、どちらかをクリックしてから、そのまま待機してください（操作）。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトの終了

作業で生成したオブジェクトはメモリの「作業スペース（workspace）」に保存されている
プロジェクトの終了時に、「作業スペース」の内容が、ファイル「.RData」に任意保存

「作業履歴」が、ファイル「.Rhistory」に自動保存

プロジェクトの終了時、 [Save workspace image to] （作業スペースの保存）をするか否か選択
[Save] ：終了時の状態で再開したい場合に選択

「.RData」のファイルサイズが極めて大きくなることがある
[Don’t Save] ：通常、こちらを選択

作業履歴「.Rhistory」からある程度の再現可能

ここでは、試しに [Save] を選択
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メモリの作業スペース

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　右下のように尋ねてきているはずです。　すでに説明したように、作業を行っている時に生成したオブジェクトなどは「作業スペース（workspace）」というコンピュータのメモリ部分に保存されています。　プロジェクトの終了時に、この「作業スペース」の内容が、ファイル「.RData」に任意で保存できます。また、作業履歴は、「.Rhistory」 ファイルに自動で保存されます。　プロジェクトの終了時、このように [Save workspace image to] と尋ねてきますので、 [Save] を選択すると作業スペースの内容をファイルに保存できます。終了時の状態で再開したい場合に選択します。ただし、「.RData」のファイルサイズが極めて大きくなることもあります。　一方、 [Don’t Save] を選択すると作業スペースは「.RData」には保存されません。通常の終了では、こちらを選択します。　なお、作業履歴「.Rhistory」 の内容が自動的に保存されますから、これを使ってある程度、前回の作業を再現させることは可能です。　ここでは、試しに [Save] を選択してください（操作）。　



R と RStudio の基本操作
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作業ディレクトリの下に
プロジェクト「test」 と
同名のフォルダが生成
クリックして中身を確認

[Project (None)] 

プロジェクト名 消去

作業ディレクトリのバス

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　プロジェクトが終了しました。RStudio の右上に、[Project (None)] と表示されています。左のプロジェクト名は消去されました。　RStudio の右下の[Files] タブを見て下さい。プロジェクト「test」のパスから作業ディレクトリ「R-Work」のパスに戻っています。その下は、作業ディレクトリの中身を表示しています。オレンジの矢印で示したように、プジェクト名「test」と同じ名前のフォルダが生成されました。　クリックして、フォルダの中を見てください（操作）。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトのファイル

プロジェクトを設定すると、プロジェクトのフォルダの中に、３つのファイルが生成
test.Rporj ：プロジェクト「test」を管理するファイル
.Rhistory ：作業履歴の保存ファイル（自動保存）
.RData ：メモリの作業スペース（オブジェクトなど）の保存ファイル（任意保存）

通常はプロジェクトの終了時に保存しない
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プロジェクト「test」
のフォルダの中

プロジェクト「test」
のパス

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　パスを表示している部分が、「test」のパスに変化しました。　 フォルダ「test」の中に、「test.Rproj」「.Rhistoy」「RData」の３つのファイルが生成しています。　「test.Rporj」 は、先ほども説明したように、プロジェクト「test」と RStudio を関連付け、プロジェクトを管理するファイルです。　「.Rhistory」 は作業履歴の保存ファイルです。これは自動的に保存されます。　「.RData」 はメモリの作業スペースの保存ファイルです。通常は、プロジェクトの終了時に保存しません。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトの再開

プロジェクト「test」を再開して、解析作業を継続する２つのパターン

（1）前回、終了させたプロジェクトを再開する場合
方法１： トップメニューから、 [File] > [Open Project] 、「test.Rproj」をクリック
方法２： [Files] タブで、「test.Rproj」を表示させてクリック
方法３：右上のアイコンで、プロジェクトのリストを表示させて「test」をクリック

方法４：RStudio を起動しない状態で、「test.Rproj」を表示させてダブルクリック

（2）前回、プロジェクトを終了しないで（作業途中で）、 RStudioを終了した場合
次回に RStudioを起動すると、作業中であったプロジェクトが自動的に開いて作業を継続

（ただし、パッケージのロードは必要、後で説明）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　次に、プロジェクト「test」を再開します。再開には、２つのケースが考えられます。説明を聞いてください。�　(1)　今、行ったように、プロジェクトを終了させた場合です。このときの再開方法は、方法１：トップメニューから [File] > [Open Project] と進み、「プロジェクト名.Rproj」のファイル「test.Rproj」をクリックします。方法２：一つ前のスライドで確認したように、[Files] タブで「test.Rproj」を表示させ、これをクリックします。方法３：右上のアイコンから、プロジェクトリストを表示してクリックします。方法４として、RStudio を起動せず、エクスプローラーで「test.Rproj」を表示させて、これをダブルクリックします。�　(2)　前回、プロジェクトを終了させないで、RStudioを終了させた場合です。作業中にRStudio の右上の「×」マークをクリックすると、プロジェクトを終了させないで、RStudio を終了できます。この後、RStudio を起動すると、前回作業中であったプロジェクトが自動的に開き，作業を継続することができます。ただし、パッケージのロードは必要です。これについては、後で説明します。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトの再開（方法１：トップメニューから）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　方法１です。トップメニューから [File] ＞ [Open Project...] で、プロジェクト「test」のフォルダまで降りて、「test.Rproj」　を選択して [Open] をクリックします（操作）。　プロジェクトが再開されたのを確認して、このプロジェクトを終了してください（操作）。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトの再開（方法２：[Files] タブから）

[Files] タブでプロジェクトのフォルダを開き、「プロジェクト名.Rpor」 をクリック
この方法が簡便かもしれない
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プロジェクトの
「test.Rproj」 をクリック

プロジェクト「test」 のパス

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　方法２です。トップメニューからではなく、RStudio の右下の[Files] タブで、「test」のフォルダを開き、「test.Rporj」 をクリックします。この方法が簡便かもしれません（操作）。　プロジェクトが再開されたのを確認して、このプロジェクトを終了してください（操作）。



R と RStudio の基本操作
プロジェクトの再開（方法３：プロジェクト・リストから）

Project:(None) をクリック
最近使ったプロジェクトであれば、リストに表示
目的のプロジェクトを選択
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プロジェクトのリスト
「test」が表示されている

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　方法３です。RStudio の右上の [Project(None)] をクリックすると、プロジェクト名がリストに表示されているので、表示されている「test」を選択するとプロジェクト「test」が開始できます。ただし、常にすべてのプロジェクトがリストに表示されるわけではなく、最近使ったことのあるプロジェクトが表示されます（操作）。



R と RStudio の基本操作
RStudio の終了（R の終了）

（1）プロジェクトを終了してで RStudio を終了
RStudio 右上の「×」をクリックして終了させる

[File]＞[Quit Session...] を選択

（2）プロジェクトを終了させないで RStudio を終了
（1）と同様の操作
作業スペース（メモリ）と
保存処理がされていないファイルの保存を指定
（保存しない項目のチェックを外す）
[Save selected] をクリック

次に RStudio を起動すると、
作業中だったプロジェクトが再開
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作業スペース
通常は保存せず

未保存のファイル
（現在はない）保存しない項目の

チェックマークを外す

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio を終了すると、自動的に R も終了します。　RStudio を終了させる場合、２つの状況が考えられます。(1) はプロジェクトを終了した状態で RStudio を終了する場合、(2) はプロジェクトを終了しないで、つまりプロジェクトの作業中の状態で RStudio を終了する場合です。　(1) の場合は、RStuido の右上の「×」をクリックします。または、[File]＞[Quit Session...] を選択します。　(2) の場合も (1) と同じ操作を行います。そのとき、メモリの作業スペースを保存するか、保存されていないファイルを保存するか、右のダイアログが表示されるので、保存しない項目のチェックマークをはずして [Save Selected] をクリックして終了します。ただし、現在、未保存のファイルはないので、この表示は出できません。また、先に説明したように、通常、作業スペースは保存しません。　(2)の場合、次に RStudio を起動すると、作業中であったプロジェクトが表示されるので、そのまま作業を継続できます。　それでは、プロジェクト「test」を終了しないでRStudio を終了し、再び RStudio を起動してください（操作）。　次に、プロジェクト「test」を終了してRStudio を終了し、再び RStudio を起動してください（操作）。



3 統計解析の実行方法

事例：２組のデータにおける平均値の比較（t 検定）
R と RStudio の使い方を理解
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　簡単な事例で、R とRStudio を使って、統計解析を行います。　事例は、２組のデータにおける平均値を t 検定で比較します。



準備
事例

目 的：作物２品種（cv1, cv2）
収穫量を比較

データ：繰り返し３のデータ
対応なし

解析方法：t 検定（等分散を仮定）

プロジェクト「crop2cv」を新規作成
72

a1 a2
23.8 32.4
26.6 29.4
27.0 34.0

作業ディレクトリ

プロジェクト名

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　事例として、作物の２品種（cv1、cv2）の収穫量を比較します。データはそれぞれ繰り返し数３です。対応はありません。観測値は、品種cv1 のデータが「a1：23.8, 26.6, 27.0」、品種 cv2　のデータが「a2：32.4, 29.4, 34.0」です。解析方法として、t 検定を用います。等分散を仮定しています。　RStudio を起動して、プロジェクト「crop2cv」を新規に作成してください。プロジェクト「test」の作業中であれば、「test」プロジェクトを終了してからプロジェクト「crop2cv」を作成してください。　先ほど、プロジェクトを新規作成する３パターンを説明しました。どの方法でもいいです。例えば、[Create Project] > [New Directory] > [New Project] > [Create New Project] と進み、プロジェクト「crop2cv」を入力します（操作）。



プロジェクトの作成
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プロジェクト名

プロジェクトを管理

プロジェクト名

プロジェクトのフォルダ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　２か所にプロジェクト名「crop2cv」が表示されます。　 [Files] タブ の中にはプロジェクトのフォルダ「crop2cv」が自動的に作られ、その中にファイル「crop2cv.Rproj」 が生成しています。プロジェクト「crop2cv」を管理するファイルです。　



 [Console] からスクリプトを実行
スクリプトを [Console] に入力して t 検定を実行
[Console] のプロンプトの後に１行ずつスクリプトを入力、行の最後に Enter キーを押す
１行ずつスクリプトが実行される

エラーが出た場合、入力後に修正したい場合、
矢印キー↑、Ctrl ＋↑ を利用して再入力
同じオブジェクトに繰り返し付値すると上書きされる

スクリプトの実行
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>a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
>a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
>t.test(a1, a2, var.equal = TRUE)

R では、大文字と小文字を区別
「a1」 と 「A1」は異なるものを指す

「<-」は離さない
「ALT」 キー＋「-」

カンマ「,」 の後など
適当に空白を入れる

カンマ ドット

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　吹き出しの中のスクリプトを  [Console] に入力して、 t 検定を実行します。まず、説明を聞いてください。　 [Console] のプロンプトの後にスクリプトを１行ずつ入力します。行の最後に Enter キーを押してください。１行ずつ実行されます。�　もしも、エラーが出た場合や、Enterキーを押した後に修正したい場合には、矢印キー↑、Ctrl キー＋矢印キー↑ を利用すると、再入力が楽になります。同じ名前のオブジェクトに繰り返し付値すると、最後に付値した内容になります。つまり上書きされます。　書き方の注意事項があります。大文字と小文字が区別されます。つまり、「a1」 と 「A1」は異なるものとして、R に認識されます。プログラム言語によっては、大文字と小文字を区別しないものもありますが、R では区別するので注意してください。　また、「<-」 は、不等号とマイナスを使って入力します。２つの記号を離さないで入力してください。「ALT」 キー＋「マイナス」キーのショートカットキーが便利です。自動的に「－>」の両側に空白が入ります。　カンマの後など、適当に空白を入れて、読み易いように入力してください。カンマとドットを区別して入力してください。ドットは区切りの意味で、その前後には空白を入れません。　では行ってください（操作）。



スクリプトの実行
 [Console] からスクリプトを実行
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> a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
> a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
> t.test(a1, a2, var.equal = TRUE)

Two Sample t-test

data:  a1 and a2
t = -3.6452, df = 4, p-value = 0.02186
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:

-10.804954  -1.461713
sample estimates:
mean of x mean of y

25.80000  31.93333

オブジェクト a1にベクトルを付値

t 検定を実施する関数

引数（ひきすう、argument）

t 値、自由度、p 値

帰無仮説

差の 95% 信頼区間

サンプルの平均値

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Console] に、このような出力が得られたはずです。見やすいように、ここではスクリプトをブラック、出力結果をブルーにしてあります。　上から順に見ていきます。　「a1 <- c(・・・)」 により、オブジェクト a1 に３つの数値をベクトルとして付値します。オブジェクト a2 も同様です。　t.test() は t 検定を実施する関数です。（）の中は引数（ひきすう）を記述します。英語ではargument といいます。後で、詳しく説明をします。　その下のブルーの字の部分が t 検定の出力結果です。t 値、自由度、p 値が表示されています。帰無仮説が表示されています。差の95%信頼区間が表示されています。最後に、サンプルの平均値が表示されています。　p値は 0.02186 ですから、有意水準 0.05 で２品種の収穫量に有意差が認められました。



スクリプトの実行
 [Console] からスクリプトを実行
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> a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
> a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
> t.test(a1, a2, var.equal = TRUE)

Two Sample t-test

data:  a1 and a2
t = -3.6452, df = 4, p-value = 0.02186
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:

-10.804954  -1.461713
sample estimates:
mean of x mean of y

25.80000  31.93333

R を使う時、
スクリプトを全て入力するわけではない
スクリプトを保存して、再利用するのが基本
入力支援もあり

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここで、皆さんは「えっ」と思うかもしれません。「t 検定するときに、いちいちこのように入力しなくてはならないのか。もっと複雑な解析ではどうなっちゃうんだ」と。　そのような心配は必要ありません。このようなスクリプトを保存しておいて、必要に応じて読み込んで利用します。つまりスクリプトは保存しておいて、再利用することが基本です。　また、補完機能など、入力支援の機能も充実しています。これについては、順次、説明していきますので、もうしばらくがまんして付き合ってください。　



 [Source エディタ] から実行

スクリプトの実行
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[Console] に１行ずつ入力・実行
修正がしにくく、使い勝手が悪い

[Source エディタ] にスクリプトを一括入力
[Console] にスクリプトを移動させて実行

（通常の使い方）

スクリプトの作成、保存、読み込みが容易
（テキストエディタなので自由に編集可）

[Source エディタ] が開いていない場合
(1)  [File] > [New File] > [R Script] 
(2)  「＋」マークの左側のアイコン

スクリプトを
移動させて

実行

[Console] 

[Sourceエディタ] 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　今、実行した方法は、左下の吹き出しの中に示したように、 [Console] にスクリプトを１行ずつ入力し、１行ずつ実行する方法でした。この方法は、修正しにくく、いろいろな面で使い勝手が悪いという欠点があります。　そこで、左上の吹き出しの中に示したように、 [Console] の上にある [Source エディタ] にスクリプトを一括して入力し、このスクリプトを [Console] に移動させて実行することができます。これが通常の使い方です。　この[Sourceエディタ]で、R スクリプトを作成・保存したり、過去に保存したスクリプトの読み込みなどが行えます。テキストエディタなので、ワープロ感覚で自由に編集ができます。　なお、 [Source エディタ] の「Untitled1」というタブが開いていない場合、先ほど行ったように、トップメニューから [File] > [New File] > [R Script] 　で開いてください。または、図の中のオレンジの矢印で示したように、トップメニューの [File] の下にある「＋」マークの付いた左側のアイコンからも開けます。 



 [Source エディタ] からスクリプトを実行
[Source エディタ] に、t 検定の R スクリプトを入力

↓
[History] タブに履歴があるので、それを利用

履歴を選択して、[To Source] アイコンをクリック

スクリプトの実行
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３行を選択

[Sourceエディタ] 

[To Source]
アイコン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　それでは、さきほど [Console] に入力した t 検定の R スクリプトを、 [Source エディタ] に入力して実行します。　キーボードから入力することになりますが、先ほど [Console] で実行した履歴が [History] タブにあります。オレンジの矢印で示したように、これを [Source エディタ] の「Untitled1」のタブにコピーすることができます。　 [History] タブにある３行を範囲選択し、 [To Source] アイコンをクリックしてください（操作）。　もちろん、「Sourceエディタ」に、キーボードから直接打ち込んで入力することもできます。



 片瀬雅彦

 [Source エディタ] からスクリプトを実行
スクリプトを実行する３つのアイコン
(1) [Run] アイコン ：カーソルが位置している１つのスクリプトを [Console] に送って実行

範囲選択した複数のスクリプトを実行（ドラック、Shift＋↑↓）
(2) [Re-run] アイコン：直前に実行したスクリプトを再度実行
(3) [Source] アイコン：[Source エディタ] にある全てのスクリプトを [Console] に送って実行

[Source] と [Source with Echo] の２種類から選択

スクリプトの実行
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[History]から
コピーした
スクリプト (1) [Run] 

アイコン
(3)[Source] 
アイコン

(2)  [Re-run]
アイコン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　[Source エディタ] にスクリプトを入力した状態です。　これを [Console] に移動させて実行するには、３つの方法があります。 [Source エディタ] のオレンジ枠で示した３つのアイコンに注目してください。左から、 [Run] アイコン、 [Re-run] アイコン、 [Source] アイコンです。　(1) [Run] アイコンをクリックすると、カーソルが位置している１つのスクリプトを [Console] に送って実行します。また、範囲指定した複数のスクリプトを連続して実行することもできます。複数のスクリプトの選択は、カーソルによるドラックや、「Shift キー」＋「矢印キー↑↓」で行います。　１行目にカーソルを位置させて、[Run]アイコンをクリックして１行目を実行します（操作）。カーソルが２行目に移りますから、[Run]アイコンをクリックして２行目を実行します（操作）。カーソルが３行目に移りますから、[Run]アイコンをクリックして３行目を実行します（操作）。　次に、１行目から３行目まで、カーソルで範囲指定し、[Run]アイコンをクリックすると、３行分を一括して実行できます（操作）。



 片瀬雅彦

 [Source エディタ] からスクリプトを実行
スクリプトを実行する３つのアイコン
(1) [Run] アイコン ：カーソルが位置している１つのスクリプトを [Console] に送って実行

範囲選択した複数のスクリプトを実行（ドラック、Shift＋↑↓）
(2) [Re-run] アイコン：直前に実行したスクリプトを再度実行
(3) [Source] アイコン：[Source エディタ] にある全てのスクリプトを [Console] に送って実行

[Source] と [Source with Echo] の２種類から選択

スクリプトの実行
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(1) [Run] 
アイコン

(3)[Source] 
アイコン

(2)  [Re-run]
アイコン

23.8 を
24.8 に修正

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　(2) [Re-run] アイコンをクリックすると、直前のスクリプトを再度実行します。複数のスクリプトを選択して実行した後、そのスクリプトの一部を修正して再度実行するときに使います。　まず、１行目から３行目まで、カーソルで範囲指定し、[Run]アイコンをクリックして３行分を一括して実行してください（操作）。　１行目の 23.8 を 24.8 に修正してください（操作）。　[Re-run]をクリックすると、修正した状態で、３行分を一括して実行できます（操作）。　



 片瀬雅彦

 [Source エディタ] からスクリプトを実行
スクリプトを実行する３つのアイコン
(1) [Run] アイコン ：カーソルが位置している１つのスクリプトを [Console] に送って実行

範囲選択した複数のスクリプトを実行（ドラック、Shift＋↑↓）
(2) [Re-run] アイコン：直前に実行したスクリプトを再度実行
(3) [Source] アイコン：[Source エディタ] にある全てのスクリプトを [Console] に送って実行

[Source] と [Source with Echo] の２種類から選択

スクリプトの実行
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[History]から
コピーした
スクリプト (1) [Run] 

アイコン
(3)[Source] 
アイコン

(2)  [Re-run]
アイコン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　(3) [Source] アイコンをクリックすると、[Source エディタ] にある全てのスクリプトを [Console] に送って一括して実行します。これには、 [Source] と  [Source with Echo] の２種類があります。　



 [Source エディタ] からスクリプトを実行
スクリプトを実行する３つのアイコン
(3) [Source] アイコン：全ての行のスクリプトを [Console] に送って実行

[Source] ： [Console] での表示を省略、 [Plots] タブのグラフ表示などで利用
[Source with Echo]： [Console] での表示あり
どちらかを選択して実行した後、
次に [Source] アイコンをクリックすると、前回に選択した方法を実行

スクリプトの実行
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(3) [Source] 
アイコン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　(3)の場合をさらに詳しく説明します。　オレンジの矢印で示したように、　 [Source] アイコンの右端にある▼をクリックすると、 [Source] と [Source with Echo] の２つのメニューが表示されます。 [Source] は [Console] でのエコーがありません。つまり、[Console] での表示が省略されます。一方、 [Source with Echo] は、結果を [Console] に表示します。　　この２種類の方法から１つを選択して実行した後、次に [Source] アイコンをクリックすると前回に選択した方法が実行されます。



 [Source エディタ] からスクリプトを実行
スクリプトを実行する３つのアイコン
(3) [Source] アイコン：全ての行のスクリプトを [Console] に送って実行

[Source] ： [Console] での表示を省略、 [Plots] タブのグラフ表示などで利用
[Source with Echo]： [Console] での表示あり
どちらかを選択して実行した後、
次に [Source] アイコンをクリックすると、前回に選択した方法を実行

スクリプトの実行
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[Source with Echo] で実行
結果が表示（最後尾）

[Source]で実行
結果が省略

Source関数

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Source with Echo] で実行すると、３行分が一括して実行され、 [Console] に結果が表示されます。この表示には、最後尾の部分を示しています（操作）。　次に、[Source]で実行すると、結果が表示されず、source('~/.active-rstudio-document') と表示されるだけです。つまり、Source 関数の実行が１行だけ表示され、スクリプトが実行されています（操作）。　エコーなしの利用方法の一つとして、後に説明するように、グラフ表示の場合、 [Console] へのスクリプトの表示を省略して、 [Plots] タブのグラフだけを表示させることができます。



 [Source エディタ] からスクリプトを実行
スクリプトを実行する３つのアイコン
(1) [Run] アイコン ：カーソルが位置している１つのスクリプトを [Console] に送って実行

範囲選択したスクリプトを実行（カーソルのドラック、Shift＋↑↓）
(2) [Re-run] アイコン：直前に実行したスクリプトを再度実行
(3) [Source] アイコン：[Source エディタ] にある全てのスクリプトを [Console] に送って実行

[Source] と [Source with Echo] の２種類から選択

スクリプトの実行
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[Console] タブの
表示をクリアー
「Ctrl キー＋L 」

[Environment] タブの
「ほうきアイコン 」
オブジェクトをクリアー

(1) [Run] 
アイコン

(3)[Source] 
アイコン

(2)  [Re-run]
アイコン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　それでは、３つのアイコン、つまり(1)(2)(3) の方法でそれぞれ自由に実行してください（操作）。　なお、[Console] タブの表示をクリアーして、真っ白な[Console] に出力したい場合、「Ctrl」 キー＋「L」キーの ショートカットキーを使ってください。また、オブジェクトをクリアーにして、初期状態から実行するには、[Environment] タブの 「ほうきアイコン」を使ってください。 



 [Source エディタ] からのスクリプトの実行と [History] タブ
[Source エディタ] に入力した R スクリプトの実行
(1) [Run] [Re-sun]アイコン： [History] タブに各スクリプトを実行した履歴がすべて残る
(3) [Source] アイコン ： [History] タブに各スクリプトを実行した履歴が残らない

試行錯誤で実行を繰り返す場合で利用
（Source 関数の１行のみで、 [History] タブの内容がシンプル）

スクリプトの実行
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[Source] の履歴

[Run] の履歴

[Source with Echo] の履歴
Source関数

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Run] アイコン、[Re-run]アイコン、 [Source] アイコンの使い分けは、 [History] タブの内容にも影響します。　 [Run] [Re-run]アイコンで実行すると、 [History] タブに各スクリプトを実行した履歴がすべて残ります。　一方、 [Source]アイコン で一括して実行すると、 [History] タブに各スクリプトを実行した履歴が残りません。source 関数の実行履歴が１行だけ残るのみです。したがって、試行錯誤で実行を何回も繰り返す場合に利用すると、 [History] タブには１行の履歴のみなので、 [History] タブの内容がシンプルになります。　みなさんの [History] タブの内容を確認してください（操作）。



スクリプトの実行

スクリプトの実行方法
方法１：スクリプトを [Console] に直接入力して実行

１行（1つのスクリプト）ごとに実行、結果が [Console] に表示

方法２：スクリプトを [Sourceエディタ] に入力，
スクリプトの全体、あるいは一部を [Console] に移して実行

（ [Run] アイコン 、 [Re-run] アイコン 、 [Source] アイコンで実行）
結果が [Console] に表示（ [Source] アイコンで表示を省略する指定もある）

[Sourceエディタ] で，スクリプトの編集・保存，既存のスクリプトの読み込みが可

基本的に「方法２」を用い、必要に応じて「方法１」も使う
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　R スクリプトの実行方法をまとめます。今まで行ってきたように、２通りがあります。　１つ目は、スクリプトを [Console] に直接入力して実行する方法です。プロンプト「>」の後にスクリプトを入力して [Enter] キーを押します。１つのスクリプトごとに実行し、結果が[Console]に表示されます。�　２つ目は、スクリプトを [Sourceエディタ] に入力し、スクリプトの全体あるいは一部を [Console] に移して実行します。実行には、3つのアイコンを使います。結果は [Console] に表示されます。この実行方法のメリットは、 [Sourceエディタ] で，スクリプトの編集・保存，既存のスクリプトの読み込みができることです。　基本的に、方法２を用い、必要に応じて方法１も使います。



関数の入力
 t.test 関数の名前付き引数とデフォルト値

名前付き引数で、名前を指定して、値を関数に渡す（引数を並べる順番は自由）
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# t 検定のスクリプト
a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
t.test( x = a1,  y = a2,                        # ２組のデータ

alternative = "two.sided", # "two.sided"：両側検定、"greater"、"less"：片側検定
mu                = 0, # H0：μ2－μ1 = mu
paired          = FALSE, # FALSE：対応が無い、TRUE：対応がある
var.equal = FALSE, # FALSE：等分散を仮定しない、TRUE：等分散を仮定
conf.level = 0.95) # 信頼率

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここから、t.test 関数を詳しく見ていきます。これから説明することは、多くの関数で共通した事項ですが、関数によって異なる部分もあります。　t.test 関数の引数は、ここに示したように多数あります。　２組のデータは、丁寧に入力すると "x="、"y=" という名前を付けて入力します。関数に引数を渡すときに、引数の名前を指定して渡すことができるので、「名前付き引数」といいます。　"alternative" は、両側検定と片側検定を指定します。"two.sided" を指定すると両側検定、"greater"、"less" を指定すると片側検定になります。　"mu" は帰無仮説の母平均の差です。通常はゼロですが、ゼロではない検定にも対応します。　"paired" は、対応の無い場合がFALSE、対応のある場合がTRUE で指定します。�　"var.equal"  は、先ほども出てきました。等分散を仮定する場合がTRUEです。等分散を仮定しない場合が FALSE です。つまり Welch の検定が行われます。　"conf.level" には 区間推定の信頼率を設定します。　このように名前を付けて引数を指定する場合、引数の順番、つまり位置は自由です。



関数の入力
 t.test 関数の名前付き引数とデフォルト値

名前付き引数で、名前を指定して、値を関数に渡す（引数を記述する順番は自由）
デフォルト値がある引数の場合、引数の設定を省略するとデフォルト値が用いられる

（等分散を仮定した通常の t 検定を行うには、var.equl = TRUE を必ず指定する）
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# t 検定のスクリプト
a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
t.test( x = a1, y = a2, # ２組のデータ

alternative = "two.sided", # "two.sided"：両側検定、"greater"、"less"：片側検定
mu                = 0, # H0：μ2－μ1 = mu
paired          = FALSE, # FALSE：対応が無い、TRUE：対応がある
var.equal = FALSE, # FALSE：等分散を仮定しない、TRUE：等分散を仮定
conf.level = 0.95) # 信頼率 Welch の検定

デフォルト値

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　仮に引数で指定しなかった場合、左側に示したオレンジ色の値がデフォルトになっています。したがって、先ほど皆さんが行った t 検定は、等分散を仮定した t 検定で、あとはデフォルトの設定で行ったことになります。　var.equal のデフォルトは FALSE です。したがって、等分散を仮定する t 検定を行うには、var.equal = TRUE を必ず指定しなくてはなりません。指定しないと、デフォルトで実行することになり、Welch の検定が選択されます。　



関数の入力
 t.test 関数の名前付き引数とデフォルト値

[Source エディタ] では、１つのスクリプトを複数行に分割して記述可（ [Console] でも可）
スクリプトを読み易いように、まとまった文字列以外の所に自由に空白を入れられる
# から右は注釈、# より右端までは実行時に無視される（注釈行では、#、##）
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# t 検定のスクリプト
a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
t.test( x = a1, y = a2, # ２組のデータ

alternative = "two.sided", # "two.sided"：両側検定、"greater"、"less"：片側検定
mu                = 0, # H0：μ2－μ1 = mu
paired          = FALSE, # FALSE：対応が無い、TRUE：対応がある
var.equal = FALSE, # FALSE：等分散を仮定しない、TRUE：等分散を仮定
conf.level = 0.95) # 信頼率

スクリプトの後の短い注釈

「ドット」の前後に
空白を入れない

空白を
自由に入れる

注釈行
## 広域の注釈
# 狭い範囲の注釈

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これまで示してきたように、 [Source エディタ] では、１つのスクリプトを、複数行に分割して自由に記述できます。なお、 [Console] でも複数行に分割して入力できます。これについては、後で説明します。　また、読み易いように、スクリプトに自由に空白を入れられます。ただし、「<-」など、まとまった文字列では空白を入れてはいけません。「var.equal」で、ドットは区切りを表していますから、前後に空白を入れません。�　R の実行時、「#」（シャープ）より右は R に無視されます。したがって、「#」から、その１行の右端までを注釈として使えます。スクリプトの後に付ける短い注釈では、適当な空白の後に、「#」、１つの空白、その後に注釈を記述します。　注釈行では、「#」の後に１つの空白を置いてから注釈を記述します。「##」は広域の注釈、「#」はそれよりも狭い範囲の注釈として区別する場合もあるようですが、１つだけ使う場合が多いようです。



関数の入力
 t.test 関数の名前付き引数とデフォルト値

名前付き引数で、名前を指定して、値を関数に渡す（引数を記述する順番は自由）
デフォルト値がある引数の場合、引数の設定を省略するとデフォルト値が用いられる
決められた順番で名前付き引数を記述すると、名前を省略可（設定が不明確になる懸念）
適度に引数を省略、重要な引数はあえて名前を付けて記載するような使い方もできる
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t.test( x = a1, y = a2,
alternative = "two.sided",
mu = 0,
paired = FALSE,
var.equal = FALSE,
conf.level = 0.95)

t.test( a1, a2,
"two.sided",
0,
FALSE,
FALSE,
0.95)

t.test(a1, a2,
paired = FALSE,
var.equal = FALSE)

名前を全て記載 名前を全て省略することも可 名前を記載して検定条件を明確化
（引数の順番は自由） （決められた順番であれば） デフォルトを利用

＝ ＝

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左、真ん中、右、いずれのスクリプトも、記述は異なりますが、同じ条件の t 検定を行います。　左のように、引数の名前を記載する方法であれば、引数を指定する順番は自由です。　真ん中のように、決められた順番で引数が記述してあれば、名前を省略することも可能です。しかし、何を指定しているのか不明瞭ですし、指定を間違えるリスクが高まります。　右のように、引数の筆頭に「a1」「a2」を記述するのであれば、名前の「x=」「y=」 は不要です。「alternative」、「mu」、「conf.level」は、デフォルトを採用するのであれば、引数そのものを省略します。paired = FALSE、var.equal = FALSE は、デフォルトの設定ですからこのように記述する必要はありませんが、あえて記述して検定の条件を明確にすることもできます。この記述方法が実際的かもしれません。　一方、左の形でスクリプトを保存しておくと、これを読み込んで必要な部分を書き換えて使うことができるので、便利です。



関数の入力
 t.test 関数の引数の一部省略

引数の名前は、他の引数と区別がつけば、一部を省略できる
alternative → a （この関数で、a からはじまる引数は他にない）

引数の値は、区別がつけば一部を省略できる TRUE → T、 "bonferroni" → "bonf"

何を指定しているのかが直ぐに分からないほど省略することにメリットはない
基本的にスクリプトの一部省略はしない（他の人のスクリプトを読むときに必要な知識）

91

t.test( x = a1, y = a2
alternative = "two.sided", # alternative = "two",     a = "g"
mu                = 0,
paired = FALSE, # paired = F、 paired = T,  p = F
var.equal = FALSE, # var.equal = F,  var = T, v = F
conf.level = 0.95) # c = 0.95 

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　引数の名前は他と区別がつけば、一部を省略できます。たとえば、「alternative」 は 「a」 だけ記述してもエラーになりません。他に「a」 からはじまる引数がないからです。　また、引数の値も、区別がつけば、一部を省略できます。「TRUE」 と「FALSE」 の場合は、「T」「F」と記述してもエラーになりません。　ここに例として示したように、#より右に示した表記が可能です。　ただし、何を指定しているのかが直ぐに分からないようでは、省略をしてもメリットはありません。基本的に、スクリプトの一部省略はしないほうがいいと思います。ただし、他の人のスクリプトを読むときに必要な知識になります。　特に、「TRUE」「FALSE」を、「T」「F」 と省略することはよく見ます。また、「bonferroni」を「bonf」などと省略することもよくあります。



 [Source エディタ] での補完機能
「t」を入力してTABキーを押すと、候補となる関数が表示、さらに入力して候補を絞り込む

関数の入力
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「t」を入力して
TABキーを押す

カーソルを移動

候補の一覧

関数の説明

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Source エディタ] へ入力するときも、 [Console] での入力と同様に、補完機能が働きます。　「t」を入力してTAB キーを押すと、候補となる関数の一覧が表示されます。このとき、カーソルを移動させせて t.test関数の上に移動させると、t.test 関数の説明が表示されます（操作）。 　この場合は、これで「t.test」 が入力できますが、「t」からさらに「t.t」と入力を進めると、候補を絞り込むことができます（操作）。



 片瀬雅彦

 [Source エディタ] での補完機能
「t.test( a1,」「t.test(a1, a2, 」を入力して TAB キーを押すと、引数の候補と、その解説が表示

（カンマの右で Tab キーを押す）
表示されたリストから選択（入力ミスが少なくなる）

関数の入力
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「t.test( a1, a2,  」を
入力して

TABキーを押す

カーソルを移動した
引数の説明

引数の一覧

カーソルを移動

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「t.test(a1,」、あるいは　「t.test(a1,a2,」と、「カンマ」まで入力して、その後ろでTAB キーを押すと、候補となる引数の一覧が表示されます。この候補の一覧の中で、例えば「var.equal」の上にマウスを移動させると、「var.equal」引数の説明が表示されます。　このリストから引数を選択すると、入力の省力化になりますし、綴りの入力ミスが少なくなります。　ではスクリプトの一部だけ、「t.test(a1,a2,」を入力して、TABキーを押してみてください（操作）。　カンマまで入力してからTABキーを押すことに注意してください。



 [Source エディタ] での関数の入力
補完機能を使って入力、 [Source エディタ]にスクリプトを入力、その後に実行

関数の入力
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「カンマ」

「ドット」

「<-」は離さない
「ALT キー」＋「－」

大文字

(1) [Run] 
アイコン

(3)[Source] 
アイコン

(2)  [Re-run]
アイコン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　それでは、すでに入力してあるスクリプトを基にして、コードの補完機能を利用しながら、ここに示したように、名前付き引数を記述した t.test 関数を[Source エディタ]に入力してください。入力した後、このスクリプトをアイコン(1)(2)(3)を使って実行してください（操作）。　また、a1, a2の数値、var.equal、paired などの引数の設定を変えて実行してください（操作）。　なお、エラーが出た場合は、スクリプトをチェックしてください。「<-」、「カンマ」「ドット」など正しく入力してあるか、文字を正しく入力してあるか、大文字と小文字の区別をしているかなどがチェックポイントです。「<-」 の入力には、Altキー＋「－」キーを使ってください。



 [Source エディタ] での関数の入力
エラーマーク（黄、赤）が表示、カーソルをエラーマークに合わせるとエラー内容が表示

関数の入力
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「_」→「.」

FALSE

df

「,」

(1)

(2)

(3)

(4)

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　スクリプトに誤りがあると、黄または赤のエラーマークが表示されます。そのエラーマークにカーソルを重ねると、想定されるエラーの内容が示されます。　(1) は、t.test が t_test になっています。アンダースコアではなく、ドットです。　(2) は、大文字 FALSE であるべきところが、一部が小文字 False になっています。  (3) は、オブジェクト名が「df」であるべきところ、「dff」になっています。(1)～(3)の場合、このスクリプトよりも前のスクリプトで、「t_test」「False」「dff」というオブジェクトが定義されていないため、RStudio はエラーだと判断します。　(4) は、FALSE のあとにカンマ「,」 が必要ですが、それがありません。 



関数の入力
[Sourceエディタ] 

１つのスクリプトを
複数行に分割して記述できる
分割されているか否かは
RStudio が自動的に判断

（文法的に正しか否かも含めて）

エディタ・ウィンドウの移動
エディタ・ウィンドウの拡大
虫眼鏡アイコンで検索・置換

[Console] 
１つのスクリプトを
複数行に分割した場合
２行目以降に「＋」 記号が付く
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複数行に分割

複数行に分割

エディタ・ウィンドウ
を拡大表示する

アイコン

スクリプトを
検索・置換する
アイコン

エディタ・ウィンドウ
を移動するアイコン

複数行に分割
している印

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　t.test 関数を複数行に分割して入力しました。　このように、上段の [Sourceエディタ] では、１行で記述すべきスクリプトを複数行に分割して自由に記述できます。このスクリプトを実行するときに、RStudio は自動的に複数行に分割されていることを判断します。また、文法的に正しか否かも含めて判断し、誤りを警告します。　 [Sourceエディタ] で複数行に分割して記述して実行すると、 [Console] でも複数行に表示されます。スクリプトが複数行に分割している印として、「＋」 記号が付きます。　このように、複数行にわたるような長いスクリプトを記述する場合は、 [Sourceエディタ] を使うと入力が非常に楽です。　なお、[Sourceエディタ] にある [エディタ・ウィンドウ] の拡大のアイコンをクリックすると、[Sourceエディタ]が別ウィンドウとして大きく開きますから、編集作業が楽になります。開いてみてください（操作）。　また、複数の R スクリプトを同時に開けている時などは、両矢印を使うとエディタ・ウィンドウの移動ができます。さらに、虫眼鏡アイコンで、R スクリプトの検索、置換ができます。大きな規模のスクリプトを作成するときに便利です。



 [Source エディタ] での検索、置換
コード補完機能を使って入力、その後に実行

関数の入力
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虫眼鏡アイコンで検索・置換
□ In selection 選択範囲内を検索（範囲指定後のアイコン選択で、自動的にチェックが付く）
□ Match case 大文字と小文字を区別する
□ Whole word 完全に一致する単語だけを検索する
□ Regex 正規表現を使用する（文字ではなくパターンの検索）
□ Wrap 末尾まで検索した後、先頭から継続して検索する

検索対象の文字

置換する文字

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　オレンジの矢印で示した虫眼鏡アイコンをクリックすると、オレンジ枠で示したように、検索する文字と、置換をする文字を入力すると窓が開きます（操作）。　In selection、 Match case、Whole word、Regex、Wrap にチェックを入れて検索・置換の機能を選択できます。　「In selection」は選択した範囲の中を検索します。[Source エディタ]の中で範囲指定した後に、虫眼鏡アイコンをクリックすると、自動的に「In selection」にチェックマークが付き、指定した範囲内での検索、置換が行えます。　「Match case」は大文字、小文字を区別して検索します。　「Whole word」は完全一致のみを検索します。 　Regexは、正規表現を使用します。文字ではなくパターンの検索に利用します。詳細は省略します。　「Wrap」 にチェックが入っていると、検索がスクリプトの末尾まで行われた後、スクリプトの先頭から現在の位置まで続行されます。検索をスクリプトの末尾で終了するには、チェックを外します。　試してください（操作）。



関数の戻り値
関数の結果をオブジェクトに付値

オブジェクトに t.test 関数の結果を保存
必要な結果をオブジェクトから取り出す
オブジェクト名$戻り値の名称

↑  別のオブジェクトに
付値することも可
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> a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
> a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
> t.test(a1, a2, var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data:  a1 and a2
t = -3.6452, df = 4, p-value = 0.02186
alternative hypothesis: true difference
in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:

-10.804954  -1.461713
sample estimates:
mean of x mean of y

25.80000  31.93333

> a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
> a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
> t.test.out <- t.test(a1, a2, var.equal=TRUE)

> t.test.out$p.value
[1] 0.02186447

t.testの結果が表示される
$ で結ぶ

オブジェクト「t.test.out」に
結果を付値、出力なし

オブジェクト「t.test.out」から
p値を取り出す

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここからは、これまでとは別の方法で、関数の結果を得る方法を説明します。　　これまでは、右半分のように、関数を入力して実行すると、結果が出力されました。　一方、左半分のように、関数の結果をオブジェクトに付値する方法があります。「<-」の記号で、「t.test.out」という名前のオブジェクトに、t.test関数の結果を付値します。これを実行すると、なにも出力されません。そこで、必要な情報をオブジェクト「t.test.out」から引き出す操作を行います。　オブジェクト名＋「$」+戻り値 という形式を使います。ダラーマーク「$」でオブジェクトと戻り値をつなぎます。この例では、「t.test.out」と「p.value」をダラーマークで結んで入力し、t検定の結果の p 値を出力させます。 [Sourceエディタ]で、すでに入力済のスクリプトの下に、「t.test.out <- t.test・・・・・・」と「t.test.out$p.value」のスクリプトを打ち込んで実行してください（操作）。　なお、「t.test.out$p.value」 を別のオブジェクトに付値して利用することもできます。



関数の戻り値
関数の結果をオブジェクトに付値

オブジェクトにどのような戻り値があるか、
nemes(オブジェクト名) で確認できる
[Environment] タブでも確認できる
t.test.out ：t.test の結果を付値したオブジェクト
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> names(t.test.out)
[1] "statistic"   "parameter"   "p.value"    
[4] "conf.int"    "estimate"    "null.value" 
[7] "stderr"      "alternative" "method"     
[10] "data.name" 

> a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
> a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
> t.test.out <- t.test(a1, a2, var.equal=TRUE)

> t.test.out$p.value
[1] 0.02186447 

オブジェクト名に使えな単語（予約語）
if else repeat while function for
in next break TRUE FALSE NULL
Inf NaN NA NA_integer_ NA_real_、
NA_complex_ NA_character_... ..1 ..2

オブジェクト名に含められない記号
$ % ^ * + - ( ) [ ] #
! ? > < =

オブジェクト名の大文字と小文字を区別
数字から始まってはいけない

ドットは単なる区切り
現在は 「_」アンダースコア
が勧められている
たとえば t_out

オブジェクト「t.test.out」に
結果を付値、出力なし

オブジェクト「t.test.out」から
p値を取り出す

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　オブジェクトにどのような戻り値が設定されているか、確認するには names 関数を使います。　オブジェクト「t.test.out」に結果を付値してありますから、。右上のように、names(t.test.out) を入力すると、戻り値の名前がすべて出力されます。[Console]に直接打ち込んで実行してください（操作）。　オレンジの矢印で示したように、この中の「p.value」 を使って、p値を取り出しました。　また、[Environment] タブ、関数のヘルプでも確認できます。後で説明します。



関数の戻り値
関数の結果をオブジェクトに付値

オブジェクトにどのような戻り値があるか、
nemes(オブジェクト名) で確認できる
[Environment] タブでも確認できる
t.test.out ：t.test の結果を付値したオブジェクト
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> names(t.test.out)
[1] "statistic"   "parameter"   "p.value"    
[4] "conf.int"    "estimate"    "null.value" 
[7] "stderr"      "alternative" "method"     
[10] "data.name" 

> a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
> a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
> t.test.out <- t.test(a1, a2, var.equal=TRUE)

> t.test.out$p.value
[1] 0.02186447 

オブジェクト名に使えな単語（予約語）
if else repeat while function for
in next break TRUE FALSE NULL
Inf NaN NA NA_integer_ NA_real_、
NA_complex_ NA_character_... ..1 ..2

オブジェクト名に含められない記号
$ % ^ * + - ( ) [ ] #
! ? > < =

オブジェクト名の大文字と小文字を区別
数字から始まってはいけない

ドットは単なる区切り
現在は 「_」アンダースコア
が勧められている
たとえば t_out

オブジェクト「t.test.out」に
結果を付値、出力なし

オブジェクト「t.test.out」から
p値を取り出す

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ここで、オブジェクト名の付け方について、説明します。オブジェクト名「t.test.out」の「.out」の部分のドットは、単なる区切りであり、それ以上の意味はありません。なお、このように昔は区切りに「.」ドットが使われていましたが、現在は「_」アンダースコアが推奨されています。これからは、「t_out」のように、アンダースコアを使ってください。ただし、オブジェクトではなく、関数として記述する場合、「t.test」のドットはそのままです。　また、右下に示した単語は、すでに特別な意味が決められているため、オブジェクト名として使えません。さらに、オブジェクト名に含められない記号もあります。大文字と小文字が区別されることも、もう一度強調しておきます。したがって、大文字の「NA」 はオブジェクトに使えませんが、小文字の「na」 はオブジェクトに使えます。しかし、紛らわしてので避けたほうが無難です。　オブジェクト名は、数字から始まってはいけません。



 片瀬雅彦

関数の戻り値
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オブジェクト「t.test.out」
10個の要素から成るリスト

結果が出力されない

結果をオブジェクトに付値

リストの内容

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　結果をオブジェクト「t.test.out」に付値した場合、　[Console] では実行したスクリプトが表示されているだけで、結果が出力されません。  [Environment] タブで、オブジェクト「t.test.out」を確認すると、10個の要素からなるリストであることが確認できます（操作）。　リストは、ベクトルやデータフレームと共に、データ構造の１つの形態で、どのようなデータ型でも自由に組み合わせて格納することができます。　青に白抜きの▼マークをクリックすると、そのリストの内容がその下側に表示されます（操作）。　オレンジ枠で囲ってある所に、さきほど取り出した p.value の値　0.0219 があります。



関数のヘルプ
 [Help] タブでのヘルプの表示

関数のヘルプの表示方法
(1) [Source エディタ] 、 [Console]

「t.test」にカーソルを移動し、
F1 キーを押す

(2) [Console] でコマンドを実行
「help(t.test)」
「? t.test」

(3) 別ウィンドウでの拡大表示

(4) オンラインヘルプの検索
インターネットへの接続
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下まで
確認

別ウィンドウで表示

オンラインヘルプ
全体から検索

表示した履歴を移動

ヘルプの一覧

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　関数にどのような引数や戻り値があるか、あるいは関数の使い方の詳細などを確認するには、関数のヘルプを見ます。　t.test 関数のヘルプを表示させるには、 [Source エディタ] または [Console] で、「t.test」にカーソルを移動させて、F1 キーを押します。　または、 [Console] に、「help(t.test)」か、「? t.test」のコマンドを入力して実行します。RStudio の右下のペインの [Help] タブに、t.test 関数の説明が表示されます（操作）。　家の形のアイコンをクリックすると、RStudio が提供するヘルプのコンテンツを閲覧できます。オンラインのチュートリアルにも進めます。きわめて膨大です（操作）。　また、複数のヘルプを表示した場合、左右の矢印のアイコンで、表示したヘルプの履歴を戻ったり進めたり移動して表示できます。　[Help] タブの右上のウィンドウで、オンラインヘルプから検索できます（操作）。　いずれにしても、 R と RStudio のヘルプを活用するには、ネットへの接続が不可欠です。　t.test 関数の説明はすべて英語ですが、一通り、下まで見てください（操作）。　なお、別ウィンドウのアイコンをクリックすると、拡大した別のウィンドウでヘルプを見ることができます。そちらの方が見やすいです（操作）。



関数のヘルプ
 [Help] タブでのヘルプの表示

（事例）「t.test 関数」のヘルプの構成
Student's t-Test

Description 関数の概略説明
Usage 関数の使い方、引数と既定値（デフォルト値）
Arguments 関数の引数の説明

x, y, alternative, mu, paired, var.equal, conf.level, formula, data, 
subset, na.action, . . .

Details 関数の詳細
Value 関数の戻り値（返り値）の説明、戻り値の名称

statistic, parameter, p.value, conf.int, estimate, null.value, stderr, 
alternative, method, data.name 

See Also 関数の関連事項
Examples 関数の実行例
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t.test.out$p.value
として表示させた

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　たとえば、t 検定の関数「t.test」のヘルプの構成は、このような区分で表示されています。どの関数もほぼ同じ様式です。　Description、概略の説明です。　Usage、関数の使い方、引数と既定値です。　Arguments、引数の説明で、ここには x、 y、 alternative, mu, paired, var.equal, conf.levelなどが説明されています。　Details、関数の詳細です。�　Value、戻り値の説明です。返り値ともいいます。ここでは10個の戻り値の説明があります。この中にさきほど表示させた p.value があります。　See Also、関連事項です。　Examples、実行例です。



関数の種類（統計解析を行う関数）
基本記述統計関数（標準）

mean（平均）、var（分散）、sd（標準偏差）、median（中央値）、max（最大値）など多数

統計関数（標準）
t.test（t 検定）、aov（分散分析）、anova（分散分析表）、TukeyHSD（多重比較）
var.test（等分散の検定、F 検定）、bartlett.test（Bartlett の検定）
Binom.test（２項検定）、chisq.test（カイ２乗検定）、prop.test（割合の検定）
cor（相関係数）、lm（線形回帰分析）、glm（一般化線形回帰分析）、nls（非線形回帰分析）
wilcox.test（Wilcoxon の検定）、Kruskal.test（Kruskal-Wallis の検定）など多数

パッケージをインストールして新たな関数を利用
levene.test（lawstat パッケージ、Lenene の検定は標準で備わっていない）
wilcox.exact（exactRankTests パッケージ、タイが存在したときに正確な統計値を返す）

R の関数とパッケージに関する情報は、ウェブ上に多数存在する（検索して利用）
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　これまで紹介してきた t.test のように、統計解析を行う関数が無数に存在します。それぞれの関数に独自の引数があり、それによって統計解析の条件設定をします。　標準で使える記述統計用の関数として、mean、var、sd、median、max など多数あります。Excel 関数と同じ感覚で使えます。　また、t.test をはじめ、 aov、anova、TukeyHSD、var..test、bartlett.test、Binom.test、chisq.test、prop.test、cor、lm、glm、nls 、wilcox.test、Kruskal.test などの統計関数が多数あります。　さらに、新たにパッケージをインストールして、その中にある関数が利用できます。たとえば、Levene の検定は標準では備わっていないので、lawstat パッケージをインストールして、この中の levene.test を使って実行できます。　また、標準でwilcox.test　は備わっていますが、データにタイがあるときに正確な統計値を返しません。これを改善した関数として、 exactRankTests パッケージの中に wilcox.exact 関数が使えます。　これら関数とそれを含むパッケージに関する情報は、ウェブ上に多数ありますから、検索して情報を得ることができます。
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「R と RStudioの使い方入門－２」へ続く
PDF ファイル（6 MB）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/RRR02.pdf
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