
Rと RStudioの使い方入門－２
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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－２（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、
自己責任で利用してください

→「R と RStudioの使い方入門－１」
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、1～3は、「R と RStudioの使い方－１」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/RRR01.pdf


4 データフレームとマトリックス

データ構造
スカラー （要素１つのベクトル）
ベクトル
データフレーム
マトリックス（行列）
リスト
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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、データ構造として、スカラー、ベクトル、リストが出てきました。　ここでは、データフレームとマトリックスを説明します。



[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データ型

データフレームとマトリックス（行列）の構成
統計ソフトで一般的に利用される、２次元データを格納
データフレーム：行×列で構成、複数のデータ型からなる、ただし列の中は同じデータ型
マトリックス ：行×列で構成、全て同じデータ型（例えば、全て数値型）
行を [行番号, ] 、列を [, 列番号] 、データの一部を [行番号, 列番号] で表す-
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データフレームの例（df） マトリックスの例（mx）
R のデータ型
数値型：整数、実数、（複素数）
文字型："A1"、"A2"、"aa"、"abb"、"123"
因子型：表示は文字、内部では整数扱い

G1 G2
1              2

論理値型：TRUEまたは FALSE

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　データフレームとマトリックスの説明を始める前に、太文字で示した「データ型」について説明します。　R のデータ型には、数値型、文字型、因子型、理論値型があります。　数値型は、整数と実数です。複素数も扱えますが、ここでは説明しません。　文字型は文字からなるデータです。数値も文字に指定すれば文字として扱えます。　因子型は、表示は文字ですが、コンピュータ内部では整数として扱われます。たとえば、表示が「G1」「G2」でも、コンピュータ内部では「1」「2」で処理されます。　理論値型は、TRUE と FALSE のいずれかの値を取ります。



[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データフレーム、マトリックス

データフレームとマトリックス（行列）の構成
統計ソフトで一般的に利用される、２次元データを格納
データフレーム：行×列で構成、複数のデータ型からなる、ただし列の中は同じデータ型
マトリックス ：行×列で構成、全て同じデータ型（例えば、全て数値型、全て文字型）
行を [行番号, ] 、列を [, 列番号] 、データの一部を [行番号, 列番号] で表す
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データフレームの例（オブジェクト df） マトリックスの例（オブジェクトmx）

因子型 数値型 文字型
数値型

列名 列名行名

カンマ カンマ カンマ 角括弧角括弧

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　データフレームとマトリックスは、重要なデータ構造で、JMP をはじめ、一般的な統計解析ソフトで利用されます。２次元のデータを格納します。なお、マトリックスは多くの場合は「行列」といいますが、ここではマトリックスと呼ぶことにします。　　データフレームは行×列で構成されます。データ型は自由ですが、列の中は同じデータ型です。つまり、列が異なれば違うデータ型でもかまいません。列名があります。　たとえば、左下は、「df」 という名前のオブジェクトにデータフレームを付値した事例です。１列目は因子型、２列目は数値型、３列目は文字型です。それぞれ列名が「group」「length」「react」になっています。各列のデータ型は自由ですが、列の中は同じデータ型です。　一方、マトリックスも行×列で構成されていますが、全て同一のデータ型です。　たとえば、右下は、「mx」という名前のオブジェクトにマトリックスを付値した事例です。全て数値型です。行名が「A1」「A2」「A3」「A4」、列名が「minus」「plus1」「plus2」になっています。いわゆる分割表の例です。　データフレーム、マトリックスともに、行を [行番号, ] 、列を [, 列番号] 、データの一部を [行番号, 列番号] で表します。カンマと角括弧が使われています。



データフレームとマトリックスの構成
データフレーム、マトリックスのデータの指定、抽出

個々の値 ２行目３列目 df  [2, 3]                                              mx  [2, 3] 
行全体 １行目 df [1, ]                                     mx  [1, ]       mx  ["A1", ] 
列全体 ３列目 df  [, 3] df [,"react"]    df$react mx  [, 3]       mx  [, "plus2"] 
範囲 1～3行目2～3列目 df  [1:3, 2:3]  mx  [1:3, 2:3] 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データフレーム、マトリックス
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df  [2, 3] mx [2, 3] 

データフレームの例（オブジェクト df） マトリックスの例（オブジェクトmx）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　個々の値、例えば ２行目の３列目を指すとき、df [2, 3] 、mx [2, 3] と表します。　



データフレームとマトリックスの構成
データフレーム、マトリックスのデータの指定、抽出

個々の値 ２行目３列目 df  [2, 3]                                              mx  [2, 3] 
行全体 １行目 df [1, ]                                     mx  [1, ]       mx  ["A1", ] 
列全体 ３列目 df  [, 3] df [,"react"]    df$react mx  [, 3]       mx  [, "plus2"] 
範囲 1～3行目2～3列目 df  [1:3, 2:3]          mx  [1:3, 2:3] 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データフレーム、マトリックス
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df [1, ] mx  [1, ] 

データフレームの例（オブジェクト df） マトリックスの例（オブジェクトmx）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　１行目全体を指すときは、行番号を使って、df [1, ] 、マトリックスの場合は行名も使ってmx [1, ] 、mx ["A1", ] と表します。　　



データフレームとマトリックスの構成
データフレーム、マトリックスのデータの指定、抽出

個々の値 ２行目３列目 df  [2, 3]                                              mx  [2, 3] 
行全体 １行目 df [1, ]                                     mx  [1, ]       mx  ["A1", ] 
列全体 ３列目 df  [, 3] df [,"react"]    df$react mx  [, 3]       mx  [, "plus2"] 
範囲 1～3行目2～3列目 df [1:3, 2:3]                                  mx  [1:3, 2:3] 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データフレーム、マトリックス
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df [, 3] mx  [, 3] 

データフレームの例（オブジェクト df） マトリックスの例（オブジェクトmx）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　３列目全体を指すときは、列番号と列名を使って、df [, 3] 、df [,"react"] 、df$react、mx [, 3] 、mx [, "plus2"] と表します。「３」の前のカンマを忘れずに記入してください。　



データフレームとマトリックスの構成
データフレーム、マトリックスのデータの指定、抽出

個々の値 ２行目３列目 df  [2, 3]                                              mx  [2, 3] 
行全体 １行目 df [1, ]                                     mx  [1, ]       mx  ["A1", ] 
列全体 ３列目 df  [, 3] df [,"react"]    df$react mx  [, 3]       mx  [, "plus2"] 
範囲 1～3行目2～3列目 df [1:3, 2:3]                          mx  [1:3, 2:3] 

[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データフレーム、マトリックス
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df [1:3, 2:3] 

mx [1:3, 2:3] 

データフレームの例（オブジェクト df） マトリックスの例（オブジェクトmx）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　範囲を指すとき、たとえば１～3行目の2～3列目の範囲を指す場合、df [1:3, 2:3] 、mx [1:3, 2:3] と表します。　



[, 1] [, 2] [, 3] [, 1] [, 2] [, 3]
group length react minus plus1 plus2

[1, ] G1 23.4 aa [1, ] A1 23.4 23.6 32.1
[2, ] G1 23.0 abb [2, ] A2 23.0 24.3 31.1
[3, ] G2 29.7 acc [3, ] A3 29.7 24.9 29.3
[4, ] G2 19.9 cdd [4, ] A4 19.9 31.8 28.6

データフレーム、マトリックス
データフレームとマトリックスの生成

スクリプトで作成
（データファイルからの読込は後で説明）
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df <- data.frame(group = c("G1","G1","G2","G2"),
length = c(23.4, 23.0, 29.7, 19.9),
react = c("aa", "abb", "acc", "cdd"))

mx <- matrix(c(22.4, 23.6, 32.1,
23.0, 24.3, 31.1,
29.7, 24.9, 29.3,
19.9, 31.8, 28.6), 

nrow =4, ncol = 3, byrow = TRUE)
rownames(mx) <- c("A1", "A2", "A3", "A4")
colnames(mx) <- c("minus", "plus1", "plus2")

イメージしやすい

"" は不要

デフォルトは
FALSE

データフレームの例（オブジェクト df） マトリックスの例（オブジェクトmx）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　データフレームとマトリックスを、スクリプトで作成する方法を説明します。データファイルからの読込は、後で説明します。　データフレームの場合、data.frame 関数を使い、オブジェクトに付値します。列名の後に＝を付け、c() 関数でベクトルとしてデータを渡します。文字データにはダブルコーテーション""を付けます。列名には"" が不要です。 　マトリックスの場合、matrix　関数を使い、オブジェクトに付値します。数値を c() 関数でc(22.4, 23.6, ・・・28.6) のように列挙し、ベクトルとして渡します。横一行に並べてもいいのですが、このように表記すると、マリックスがイメージやしやすく、間違いがありません。その後に、nrow引数で行（row）の数、ncol引数で列（column）の数を指定します。どちらか一方を指定すると、片方の数からもう一方の数が補完されます。byrow = TRUE で、ベクトルの数値が順番に１行ずつ割り当てられます。デフォルトは FALSE で、１列ごとに割り当てられますから、この引数は省略できません。この例ではTRUE に指定してあるので、23.4、23.6、32.1が１行になるように割り当てられています。colnames関数で列名、rownaems関数で行名を指定します。



データフレーム
データフレームの作成と t.test関数の実行
ベクトルの a1、a2からデータフレームを作成
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a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2   <- c(32.4, 29.4, 34.0)
df    <- data.frame( cv = c(rep("cv1",3),  rep("cv2", 3) ),

yield = c(a1, a2) )

t.test( a1, a2, ... ) # ベクトルを使う
t.test( yield ~ cv,  data=df, ... )   # データフレームを使う
t.test( df$yeild ~ df$cv, ...  )        # データフレームを使う

「~」：チルダ目的変数 説明変数

"cv1" を３回繰り返す
a1 a2 cv yield

23.8 32.4 cv1 23.8
26.6 29.4 cv1 26.6
27.0 34.0 cv1 27.0

cv2 32.4
cv2 29.4
cv2 34.0

df

ベクトル データフレーム

ベクトル、データフレームを使って t.test関数を実行

データフレーム df の cv 列を
因子型に指定する場合

df$cv <- as.factor(df$cv)
因子型と文字型の使い分けに注意

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、さきほど t 検定を行った事例を使って、データフフレームを作成してください。まず、手順を聞いてから行ってください。　右上の表のように、 [Source エディタ] で、先ほど入力した a1 と a2 の２つのベクトルから、df というデータフレームを作成します。列名は、「cv」「yield」とします。　左上のスクリプトを見てください。data.frame 関数の中に、rep関数があります。この関数は repeat する関数で、第１引数を第２引数の回数だけ繰り返します。したがって、「cv1」を３回、「cv2」を３回繰り返します。これによって、右の表のデータフレームが作成できます。　左下のように、ベクトルを使って t.test関数を実行するには、t.test(a1, a2) と入力しました。データフレームを使ってt.test関数を実行するには２通りの記述方法があります。一つは、列名を「~」（チルダ）で結んで、data引数でオブジェクト名を指定する方法です。もう１つは、オブジェクト名と列名をダラーで結び、これをチルダで結ぶ方法です。これらは、目的変数と説明変数をチルダで結ぶ形になっています。　なお、これでエラーにはなりませんが、厳密には、データフレーム df の cv 列を因子型（Factor 型）に指定しておきます。その方法は、右下のように、df$cv <- as.factor(df$cv) とします。t.test 関数に渡すときに、文字型で渡すか、因子型で渡すか、どちらでも受け付けるのか、気を付けてください。



データフレーム
データフレームの作成と t.test関数の実行
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a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
df <- data.frame(cv = c(rep("cv1", 3), rep("cv2", 3)),

yield = c(a1, a2) )

t.test(yield ~ cv, data = df,
alternative = "two.sided",
mu = 0,
paired = FALSE,
var.equal = TRUE,

conf.level = 0.95)

Two Sample t-test

data:  yield by cv
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 in group cv1 mean in group cv2 

25.80000          31.93333 

データフレームを
作成

変数の指定を
変更

データフレームを
反映

データフレームを使った結果の出力データフレームを使った t.test関数の実行

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、左側に示したように、さきほど [Source エディタ] で作成した t 検定のスクリプトを、データフレームを使って書き換えて、実行してください。変更する部分は、オレンジで示したように、データフレームを作成するスクリプトと、データフレームを引数として t.test に渡す部分です（操作）。　実行すると、右側に示したように、さきほどベクトルを使って得られた結果と同じ結果が得られるはずです。ただし、データフレームに変更したことにより、オレンジの出力部分が変わります。



オブジェクトの表示

データフレーム
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データフレームの
内容を表示

観測値
observation

ベクトルの
内容を表示

数値型

文字型

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio の右上のペインを見てください。 [Environment] タブ に、作成に使ったベクトル a1、a2 と共に、作成したデータフレーム df の内容が表示されています。「obs.」は、observation 観測値のことです。６つの観測値（observation）からなる２変量（variables）と表示されています。 　「df」の青い白抜きの▼ボタンを押すとオブジェクト「df」の内容がその下に開きます。cv 列が文字型「chr」、yield 列が数値型「num」であることが確認できます（操作）。　



オブジェクトの表示

データフレーム
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マス目のアイコン
「df」のタブが開く

「df」 のタブ
表形式で表示

文字型

数値型

数値型

文字型

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　右端にマス目のアイコンがあります。このマス目をクリックすると、RStudio の左上のペインに「df」のタブが開き、その内容が表示されます。これにより、データフレームを表の形で確認することができます（操作）。



5 グラフ作成

グラフの作成、表示、保存
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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、グラフの作成、表示、保存の方法です。



ストリップチャート（点グラフ、１次元散布図）

グラフ作成
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a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
df <- data.frame(cv = c(rep("cv1", 3), rep("cv2", 3)),

yield = c(a1, a2))

par(mar = c(5, 4, 2, 2))
stripchart( yield ~ cv, data = df,

pch = 20,   
method = "jitter", 
vertical = TRUE, 
ylim = c(0, 40),
ylab = "Cultivar") 

余白の長さを指定
下、左、上、右

余白 1

余白 2

余白 3

余白 4

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　グラフも関数で描きます。　グラフを描く関数の一例として、ストリップチャート、これは「点グラフ」とか「１次元散布図」と言われます。これを作成します。　まず、par(mar=c(5, 4, 2, 2)) で余白を設定します。右の図のように、上下左右の余白の幅を、余白1：下、余白2：左、余白3：上、余白4：右の順番で指定します。横軸と縦軸のラベルのスペースを確保するために、下の余白１を５、左の余白２を４のように、数値を大きくしてあります。



ストリップチャート（点グラフ、１次元散布図）

グラフ作成
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a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
df <- data.frame(cv = c(rep("cv1", 3), rep("cv2", 3)),

yield = c(a1, a2))

par(mar = c(5, 4, 2, 2))
stripchart( yield ~ cv, data = df,

pch = 20,   
method = "jitter", 
vertical = TRUE, 
ylim = c(0, 40),
ylab = "Cultivar") 

黒丸

点をずらす

軸の方向

y 軸の目盛

y 軸のラベル

点をずらす

列名が反映

黒丸

y 軸の最小値

y 軸のラベル

y 軸の最大値

目的変数~説明変数

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　１次元散布図は stripchart 関数を使います。先ほど作成したデータフレームを使って、t.test 関数で指定したように、引数「yield ~ cv, data=df」を関数に渡します。目的変数「yield」が y 軸、説明変数「cv」が x 軸に割り当てられます。　グラフの修飾も引数で指定します。pch = 20 で、黒丸になります。method ="jitter" で、点を左右にずらします。vertical =TRUE で、この図のように垂直方向の図になります。これをデフォルトのFALSEにすると、縦軸と横軸が反対になり、水平方向の分布の図になります。ylimで、 y軸の目盛りの最小値と最大値を設定します。y軸のラベルは、列名が反映して自動的に「yield」になります。y軸は自動的に「cv」になりますが、それを 引数 ylab で 文字列「Cultivar」に変更しています。



グラフ作成
ストリップチャート（点グラフ、１次元散布図）

「高水準グラフィックス関数」で基になるグラフを描く
「低水準グラフィックス関数」で後から修飾する
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par(mar = c(5, 4, 2, 3))
stripchart( yield ~ cv, data = df,

pch = 20,   
method = "jitter", 
vertical = TRUE, 
ylim = c(0,40),
ylab = "Cultivar" )

abline(h = mean(a1))
abline(h = mean(a2))

高水準グラフィックス関数
１次元散布図 cv1の

平均

cv2の
平均

"Cultivar"の代わりに
"品種"でも可

"Cultivar"の代わりに
"品種"でも可

低水準グラフィックス関数
水平線を加える

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１次元散布図のスクリプトの次に、abline(h = mean(a1)) 、abline(h = mean(a2)) を記述します。　mean 関数は平均値を計算する関数です。ベクトル a1 と a2 の平均値をそれぞれ計算します。abline(h =)は、イコールの次の数値を使って、縦軸の目盛りに従って水平線（horizontal line）を引く関数です。　これを実行すると、１次元散布図に、cv1 と cv2 の平均値が２本の水平線で加わります。　グラフの元となる１次元散布図を描いた stripchart 関数を「高水準グラフィックス関数」、その後に２本の水平線を付け加えた abline 関数を「低水準グラフィックス関数」といいます。 最初に高水準グラフィックス関数で基になるグラフを描き、そこに低水準グラフィックス関数で修飾します。高水準関数が前、低水準関数が後ろで、逆にはできません。　なお、ここでは "Cultivar" としましたが、"品種" というように、全角文字（マルチバイト文字）も使えます。



グラフ作成
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[Source エディタ] に入力・[Run]で実行
（補完機能を利用、Tabキー）
a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
df <- data.frame(･････････

par(mar = c(5, 4, 2, 3))
stripchart( yield ~ cv,  data = df,

pch = 20,   
method = "jitter", 
vertical = TRUE, 
ylim = c(0,40),
xlab = "Cultivar"  ) 

t.test( ・・・・・・・・・・・・・・・・
t.test関数の
スクリプトを残す

データフレームを作成した
スクリプト

[Run] [Re-run] [Source]

"品種"

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、 [Source エディタ] にスクリプトを入力して、１次元散布図を描いてください。　データフレームを作成したスクリプトと、t 検定を行った t.test 関数のスクリプトの間に、par 関数以下のスクリプトを入力してください。つまり、データフレームを作成したスクリプトと、t 検定を行った t.test 関数のスクリプトを残してください。　入力にあたっては、 [Tab] キーを利用して補完機能を使います。　「s」と打ち込んで TAB キーを押すと、関数の候補が表示されます。「strip・・・」と打ち込んでいくと、途中で「stirpchart」が表示されるので、これを選択します（操作）。�　「stripchart( yield ~ cv,  data = df,」 と、カンマまで打ち込んで TAB キーを押すと、引数の一覧が表示されるので、１つを選択します。引数の値を記述してカンマを打ち込んで TAB キーを押すと、他の引数の一覧が表示されるので、１つを選択します。この繰り返しです（操作）。　"Cultivar" を "品種" にしてもいいです。　入力したら、全てのスクリプトを実行してください。１行ずつ[Run]アイコンで実行するか、[Source]アイコンで一括して実行してください（操作）。



グラフ作成
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t.test関数の結果

ペインの大きさを変えると
グラフの大きさが変わる

ペインの大きさを変えると
グラフの大きさが変わる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　実行すると、RStudio の右下のペインにある [Plots] タブにグラフが表示されます。　ペインの大きさを変えると、グラフの大きさも変わります（操作）。　また、[Console] には、t.test  関数の結果が表示されます。



グラフ作成
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t.test関数の結果は
[Source]アイコンで

実行すると表示されない

グラフを複数出力した場合
グラフを前進、後進させる

引数の値を変えて実行する
pch：21, 22, 23, 24, 25
ylim：適当な最小値と最大値
xlab："品種"

一度 [Run]で stripchart関数の部分を
範囲指定して実行

引数を変えた後、 [Re-run]で実行

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　その次に、引数 pch、vertical、ylim、ylab などで、渡す数値や文字を変えて、グラフを描き直してください。 pch は 21～25、yim は適当な最小値と最大値、xlab には"品種"などにしてください。この場合、一度[Run]アイコンで stripchart 関数の部分を範囲指定して実行します。次に、引数を変えて [Re-run]アイコンで実行すると簡単です（操作）。　複数のグラフを作った後、水色の矢印のアイコンで前に表示したグラフに戻ったり、後に表示したグラフに進めたり、前進・後進ができます（操作）。　なお、[Source with Echo]でスクリプト全体を一括して実行する場合、引数を変えて実行するたびに t.test 関数の結果が表示されます。グラフの出力のみを確認したいのであれば、[Source with Echo] ではなく、 [Source] で一括して実行すると[Console]の余計な表示を回避して、グラフ表示のみを行うことができます（操作）。



グラフ作成
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拡大・縮小

全ての
グラフを消去

表示された
グラフを消去

新たな
ウィンドウが表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
 [Plots] タブの [Zoom] をクリックすると、左のように別ウィンドウが開き、図が拡大して表示されます。　開いたウィンドウの枠をドラッグすると大きさを変えられます（操作）。　赤に白抜きの×印をクリックすると、現在表示されているグラフを消去します。ホウキ（箒）のアイコンをクリックすると、これまでに作成した全てのグラフを消去します。ここでは、消去しないでください。



グラフをファイルに保存、貼り付け
[Export]アイコン
(1) Save as Image... PNG, JPEG, TIFF, BMP

Metafile, SVG, EPS
の保存形式で
ファイルに保存

(2) Save as PDF... PDFでファイルに保存

(3) Copy to Clipboard... クリップボードへ
画像をコピー

グラフ作成
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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
　作成したグラフをファイルに保存する方法、そしてワードなどに貼り付ける方法を説明します。　 [Polts] タブの [Export] アイコンをクリックすると、３つのメニューが表示されます。　(1) [Save as Image...] は、PNG, JPEG, TIFF, BMP、Metafile, SVG, EPSの形式でファィルに保存します。　(2) [Save as PDF...] は、PDF で保存します。�　(3) [Copy to Clipboard...] はクリップボードへコピーします。　まず、 [Save as Image...] をクリックしてください（操作）。



グラフ作成
グラフの保存、貼り付け

(1) Save as Image...
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ファイルの保存形式を選択
PNG, JPEG, TIFF, BMP,
Metafile, SVG, EPS

[Width] [Height] :ピクセル数
現在の数値を目安に設定

[Maintain aspect ratio] ：
チェックを入れると縦横比を維持

[Update Preview] ：
グラフを表示、再表示

[Save as Image...] のダイアログ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このようなダイアログが開きます。　[Image format] で、保存形式として、PNG, JPEG, TIFF, BMP,　Metafile, SVG, EPS の中から選びます。　保存場所は、デフォルトでプロジェクトのフォルダになっています。その下の [File name] で、保存するファイルの名前を入力します。　右上でグラフの設定をします。、 [Width] , [Height] の数値はピクセル数です。まず、 [Update Preview] でグラフを表示させ、現在の数値を目安に、新しい数値を入れて大きさを設定します。このとき、 [Maintain aspect ratio] にチェックを入れると縦横比を維持します。設定後、 [Update Preview] を再びクリックしてグラフを表示させて確認します。　試行錯誤の後、最後に [Save] 　をクリックします（操作）。



グラフ作成
グラフの保存、貼り付け

(2) Save as PDF...
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[Orientation] ：PDF の向き
[Portrait] ：縦向き
[Landscape]：横向き

[PDF Size] ：PDF の大きさ
US Letter, US Legal, A4, A5, A6 など

PDF を表示

[Save as PDF...] のダイアログ

適当なファイル名

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Save as PDF...] を選択した場合は、このダイアログが表示されます（操作）。　 [PDF Size] で大きさを設定します。US Letter, US Legal、A4, A5, A6 などが選択できます。　 [Orientation] で、向きを設定します。 [Portrait] は縦向き、 [Landscape] は横向きです。　 [Preview] をクリックすると、設定した条件で PDF が表示されます。これを確認して、必要ならば再設定します。　最後に、[Save]をクリックします（操作）。 　



グラフ作成
グラフの保存、貼り付け

(3) Copy to Clipboard...
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クリックして
クリップボードに保存

↓
Wordなどに張り付け

[Width] , [Height] ：ピクセル数
現在の数値を目安に決める

[Maintain aspect ratio] ：
チェックを入れると縦横比を維持

[Update Preview] ：上記の設定後
クリックしてグラフを再表示

[Bitmap] ：見たままの状態に近い
OSやソフトウェアに依存しない

[Metafile] ：データを数式で保持
拡大しても綺麗
保存データの容量がBitmap より小
（グラフが複雑な場合は逆転）

[Copy to Clipboard...] のダイアログ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Copy to Clipboard...]を選択した場合は、このダイアログが表示されます（操作）。　 [Bitmap] は見たままの状態に近く、OSやソフトウェアに依存しないという利点があります。拡大すると表示が荒くなります。 [Metafile] は、データを数式で保持しますので、拡大しても品質を維持できます。一般的に保存データの容量が Bitmap より小さくなりますが、グラフが複雑な場合は逆転することもあります。　 [Width] , [Height] の数値はピクセル数です。まず、 [Update Preview] でグラフを表示させ、現在の数値を目安に、新しい数値を入れて大きさを設定します。このとき、 [Maintain aspect ratio] にチェックを入れると縦横比を維持します。設定後、 [Update Preview] を再びクリックしてグラフを表示させて確認します。　最終的に[Copy Plot]をクリックすると、クリップボードに保存されます（操作）。　これを経由して、他のソフトにコピー&ペーストできます（操作）。



グラフの保存
画像ファイル、PDFファイルは、デフォルトでプロジェクトのフォルダに保存
[Files] タブで確認

グラフ作成
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グラフを保存したjpeg ファイル

グラフを保存したPDF ファイル

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
　 [Files] タブを見てください。画像ファイルがプロジェクトのフォルダに保存されているのを確認してください（操作）。



グラフ作成
グラフ作成機能をもつ関数

graphicsパッケージ（標準の関数、インストール済み、ロード済み）
「高水準グラフィックス関数」

plot（散布図、棒グラフ、折れ線グラフ、箱ひげ図など）、boxplot（箱ひげ図）、
hist（ヒストグラム）、curve（関数のグラフ）、stripchart（１次元散布図） など多数

「低水準グラフィックス関数」
abline（直線）、lines（線）、segments（線分）、points（点）、text（文字）など多数

lattice パッケージ（インストール済み、ロードして利用）
barchart（棒グラフ）、xyplot（散布図）、histogram（ヒストグラム）など多数

その他のグラフ作成パッケージ（新たにインストール、ロードして利用）
ggplot2, animation, gganimate, ROCRなど多数

ここではごく基本的なグラフ作成を解説（ggplot2は後で習得してください）
28

ジェネリック関数
データに対応する多機能関数

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　グラフ作成機能をもつ関数の一例です。　graphics パッケージは、はじめから R に組み込まれている基本システムです。この関数はインストールとロードが済んでいるので、標準で使えます。このインストールとロードについては、後で説明します。　高水準グラフィックス関数に、plot（散布図、棒グラフ、折れ線グラフ、箱ひげ図など）、boxplot（箱ひげ図）、hist（ヒストグラム）、curve（関数のグラフ）、先に説明したstripchart 等があります。plot 関数は、引数として与えるデータに対応して様々なグラフを出力します。このような多機能関数をジェネリック関数といいます。　このグラフを修飾する低水準グラフィックス関数に、abline（直線）、lines（線）、segments（線分）、points（点）、text（文字）等があります。　また、インストール済みで、ロードすれば使える Lattice パッケージがあります。こちらには、barchart（棒グラフ）、xyplot（散布図）等の関数があります。　また、新たにインストール、ロードして使えるパッケージとして、「ggplot2」があり、その図の品質の良さから広く使われています。また、「gganimatie」、「animation」、ROC曲線を描く「ROCR」などの多数のパッケージがあります。　ここでは、入門なので、見栄えにはこだわらず、基本的なグラフ作成を説明します。



6 ファイル管理

ファイルの移動、コピー、削除

29

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio でのファイルの移動、コピーなど方法を説明します。



 [Files] タブの確認
フォルダ内のファイルを表示、現在のパスを確認 Home ¥ MyFolder ¥ R-Work ¥ crop2cv

ファイルの表示を並び替え
(1) クリックすると名前で並び替え
(2) クリックすると種類で並び替え

クリックを繰り返すと
降順、昇順が切り替え

ファイル管理
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(1)名前で並び替え(2)種類で並び替え

Documents

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Files] タブに表示されているパスを確認してください。オレンジ枠の部分です。今は、プロジェクト「crop2cv」にいます。「crop2cv」はプロジェクトのフォルダ、「R-Work」は作業ディレクトリ、「MyFolder」は作業ディレクトリ「R-Work」の親です。「Home」は「MyFolder」の親ですから、ここでは「Documents」になります。　表示されているファイルは、名前と種類で並び替えができます。(1) 「Name」でクリックを繰り返すと、名前で昇順、降順に並び替えられます。(2) その左の枠でクリックを繰り返すと、ファイルの種類ごとに昇順と降順が切り替えられます。確認してください（操作）。



フォルダ間の移動
パスのフォルダをクリックして移動
「crop2cv」 ：プロジェクト
「R-Work」 ：作業ディレクトリ
「MyFolder」：「R-Work」の親
「Home」 ：「MyFolder」の親

（Documents）
タブの中に表示されたフォルダを
クリックしてそのフォルダに移動

緑の矢印の「..」をクリックすると
親フォルダに移動

右上の「R」アイコンをクリックすると
現在指定しているプロジェクトの
フォルダに戻る（どこからでも直接）

ファイル管理
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フォルダを
クリックして移動

R のアイコン
プロジェクトの
フォルダに戻る

親フォルダに
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
　表示されているパスのフォルダをクリックすると、そのフォルダに移動して、その内容を表示します。パスにはプロジェクト、作業ディレクトリ、その親のディレクトリが表示されていますから、それらをクリックして自由に移動できます。また、タブの中にフォルダが表示されれば、クリックするとそのフォルダに移動できます（操作）。　緑の矢印の横の「..」をクリックすると、現在のフォルダの親フォルダに移動します（操作）。　[Files] タブの右上に「R」のアイコンがあります。これをクリックすると現在のプロジェクトのフォルダに戻ります。このアイコンは、どこのフォルダを開いていても、常に表示されていますから、これをクリックすると、現在のプロジェクトのフォルダに直ちに戻ることができます。迷子になったり、プロジェクトのフォルダから遠いフォルダを見ていても、直接、プロジェクトのフォルダに戻ってこられるので便利です（操作）。



フォルダの作成
[New Folder] ：新規のフォルダ作成

プロジェクトのフォルダの中に
子のフォルダを作成し、
ファイルを分散管理

ファイルの削除・名前変更
チェックを入れたファイルを対象として

[Delete] ：フォルダの削除
[Rename]：フォルダ名の変更

ファイル管理
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チェック

フォルダの
新規作成

フォルダの
削除

フォルダ名の
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
　 [New Folder] で、新規のフォルダを作成できます。プロジェクトのファイルが多いと、管理がたいへんです。プロジェクトのフォルダの中に子供のフォルダを作成してファイルを分散して管理できます。新規フォルダのみ作成してください（操作）。　ファイルとフォルダの削除、名前変更ができます。まず、対象となるフォルダ、または対象となるファィルの左端にある□にチェックを入れます。このチェックしたフォルダ、またはファイルを対象として、 [Delete] で削除、 [Rename] で名前の変更を行います。削除は行わず、グラフの画像ファイルのみ、名前を変えてみてください（操作）。



ファイルの複成、コピー、移動
チェックを入れたファイルを対象として
[More] をクリック

[Copy...] ：現在のフォルダに複成
[Copy To ...] ：他のフォルダにコピー
[Move...] ：他のフォルダに移動

さらに柔軟な作業をする場合
[More] ＞ [Show Folder in New Window]
Windows のエクスプローラーを起動
この機能をフルに利用

（チェックマークは無関係）

ファイル管理
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チェック

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ファイルを移動・コピーする場合、対象となるファイルの左端の□にチェックを入て、 [More] をクリックします。メニューが表示されます。　 [Copy...] は、現在のフォルダに複成します。 [Copy To ...] は、他のフォルダにコピーします。  [Move...] は、他のフォルダに移動させます。これらは、チェックマークを対象にのみ有効です（操作）。　　操作後は、元の状態に戻してください（操作）。



ファイルの複成、コピー、移動
チェックを入れたファイルを対象として
[More] をクリック

[Copy...] ：現在のフォルダに複成
[Copy To ...] ：他のフォルダにコピー
[Move...] ：他のフォルダに移動

さらに柔軟な作業をする場合
[More] ＞ [Show Folder in New Window]
Windows のエクスプローラーを起動
この機能をフルに利用

（チェックマークは無関係）

ファイル管理
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エクスプローラー
起動

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さらに柔軟な作業をしたい場合、オレンジの矢印で示した[More] をクリックして、 [Show Folder in New Window] を選択すると、Windows のエクスプローラーが起動します。エクスプローラーの機能をフルに使うことができます。この場合は、チェックマークは無関係です。エクスプローラーが開くことを確認して、エクスプローラーの右上の「×」をクリックして閉じてください（操作）。



7 R スクリプトの保存と再利用
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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
　先ほども説明したように、R スクリプトは保存と再利用が基本です。



R スクリプトの保存と再利用
現在のプロジェクト

「crop2cv」

スクリプトの作成
完成したスクリプト
データ設定のスクリプト
グラフ表示のスクリプト
t 検定のスクリプト

スクリプトの確認
不要なスクリプトを削除して整理
全体が正常に機能するか確認
確認する前に[Environment]タブの
オブジェクトを一括削除

36

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、「crop2cv」のプロジェクトが開いているはずです。　皆さんの [Source エディタ] には、ここに示したように、データを設定するスクリプト、グラフを表示するスクリプト、t 検定を行うスクリプトができているはずです。皆さんのスクリプトは、ここに表示したスクリプトとは、細かな部分は違うかもしれません。一応、一連の解析ができるようになっているはずです。　このスクリプトを保存します。　その前に、不要なスクリプトがあれば、それを削除してください。そうして、スクリプトを実行して、正しい結果が得られるか確認してください。なお、念のために、実行して確認する前に、[Environment]タブのオブジェクトを一括削除してから、実行してください。初期状態から実行できることを確認するためです（操作）。　



R スクリプトの保存と再利用
スクリプトの流れ

現在のタブは「Untitled1」

37

[Source エディタ] 
スクリプトの
作成・修正

[Console] 
スクリプトの
実行

スクリプト・ファイル
「名前.R」

読み込み

保存

外部からの
供給

現在の状態

記憶媒体

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このスクリプトは、オレンジの矢印で示したように、 [Source エディタ] でスクリプトを作成し、これを [Console] で実行しました。その結果を見てスクリプトを修正し、再度実行してスクリプトを完成させました。　このスクリプトを、ブルーの矢印のように、スクリプト・ファイルとして保存します。拡張子が「.R」 のファイルになります。他のデータで、同じような解析をしたい場合、この保存したスクリプトを読み込み、新しい条件に対応するように修正して、スクリプトを実行します。このようにして、スクリプトの保存と再利用を行います。　また、このようなスクリプトファイルは、グリーンの矢印のように、外部からの供給も受けられます。書籍やネット上にたくさんのスクリプトが公開されています。　では、皆さんの作ったスクリプトを保存します。オレンジ枠で示したように、現在、この[Sourceエディタ]のタブは [Untitled1*] になっていることを確認してください（操作）。



スクリプトの保存

R スクリプトの保存と再利用
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デフォルトで
プロジェクトのフォルダ

名前を付ける
"MyTTest"

拡張子「.R」は自動で付く
のでここでは不要

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Untitled1*] タブの下に、オレンジの矢印で示したとおり、フロッピーディクスのアイコンがあります。これをクリックしてください（操作）。　すると、 [Save File - Untitled1] というファイル保存のダイアログが表示されます。保存場所は、デフォルトでプロジェクトのフォルダになっています。このスクリプトの名前を、仮に「MyTTest」とします。自動的に拡張子は「R」になりますから、拡張子を付けないで [Save] をクリックします（操作）。



R スクリプトの保存と再利用
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"Untitled1"
↓

"MyTTest.R"

スクリプトファイル
"MyTTest.R"

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
　タブの名前が、　 [Untitled1] から [MyTTest.R] に変わりました。 [Files] タブを見ると、スクリプトファイル「MyTTest.R」 がプロジェクトのフォルダ「crop2cv」に保存されまていますから、確認してください。



R スクリプトの保存と再利用
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×をクリックして
[Sourceエディタ]の
タブを閉じる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [MyTTest.R] のタブの×印をクリックすると、[Sourceエディタ]のタブが閉じますから、閉じてください（操作）。



R スクリプトの保存と再利用
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スクリプトファイルをクリック

[Sourceエディタ]のタブが開き
スクリプトが読み込まれる

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　 [Files] タブに表示されている [MyTTest.R] のスクリプトファイルをクリックしてください。[Sourceエディタ]のタブが開いて、「MyTTest.R」のスクリプトが再び読み込まれて表示されます（操作）。



R スクリプトの保存と再利用
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複数のスクリプトを同時に
読込、編集、実行

「test2」の中にある
スクリプトファイルを読込

現在のプロジェクト
「crop2cv」

R のアイコン
現在のプロジェクトの
フォルダに戻る

「test2」のフォルダを表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　別の事例を説明します。これは皆さんの手元にはありません。この画面で説明します。　この画面で、現在のプロジェクトは「crop2cv」 ですが、[Files] タブは「test2」というフォルダを表示させています。このファイルの一覧は、「test2」に保存されている内容です。　オレンジの矢印で示したとおり、この一覧の中のスクリプトファイル「MyANOVA.R」をクリックして、[Source エディタ]に読み込むこんだ状態です。つまり、プロジェクト「crop2cv」で作業していても、別のフォルダに保存してあるスクリプトファィルを読み込めます。ここで、[Files]タブの右上の「R」のアイコンをクリックすると、現在のプロジェクト「crop2cv」のフォルダに戻ります。　この画面では、３つの[Sourceエディタ]を開いて、別々のスクリプトを読み込んだ状態になっています。このようにして、複数の R スクリプトを同時に読み込み、編集し、統合し、実行できます。



R スクリプトの保存と再利用
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３つのスクリプト

３つのスクリプトで
ベクトル「a2」は
共有される

３つのスクリプトが
完全に独立している場合
各スクリプトの実行前に
オブジェクトを一括消去

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このときに、注意することがあります。　この図のように、プロジェクト「crop2cv」で、３つのスクリプト「MyTTest.R」「MyAOV.R」「MyANOVA.R」を実行している場合、[Environment]タブにある「a2」というベクトルは、３つのスクリプトで共有されます。つまり、「MyTTest.R」で定義した「a2」は、「MyAOV.R」でも、「MyANOVA.R」からでも利用できますし、変更することもできてしまいます。　一方、この機能は、ベクトル「a2」が３つのスクリプトで異なる役割をもっている場合は、障害になります。たとえば、「MyTTest.R」で「a2」がベクトルとして定義してあり、「MyAOV.R」では「a2」がデータフレートとして定義されている場合、「a2」が二重に定義されているため、エラーが起こったり、気づかないで上書きされる可能性があります。　この場合は、各スクリプトで異なるオブジェクト名にする必要があります。あるいは、スクリプトごとに完全に独立した解析をしているのであれば、「MyTTest.R」を実行した後、「MyAOV.R」を実行する前に、[Environment]タブのオブジェクトを一括して消去するなどの注意が必要です。



8 パッケージとデータセット

パッケージと、そこに同梱されているデータセットの利用方法

44

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　さきほどから説明に出ている「パッケージ」について説明します。また、パッケージに同梱されている「データセット」について説明します。



パッケージ
パッケージと関数

パッケージは、R の関数の集まり
標準で使えるパッケージとその関数

（R インストール時に自動的にインストール、R 起動時に自動的にロード）
base ：基本的な関数、数学的な関数、入出力関数、プログラム支援の関数など

c( ), mean( ),  exp( ),  log( ),  log10( ),  function( ),  row( ),  col( ), ･･･
stats ：t.test( ), var.test( ), anova( ), TukeyHSD( ), wilcox.test( ), cor.test( ), glm( ) ･･･
graphics：stripchart( ), boxplot( ), barchart( ), pie( ), hist( ), abline(), lines(), points() ･･･
など

必要に応じてインストールして使うパッケージ（機能の追加、統計解析手法の追加）
世界中の R ユーザーによって開発され、CRAN などで蓄積・提供、ウェブ上で検索可能

パッケージ名と関数名
パッケージ名::関数名（例、dplyr::filter）、異なるパッケージに同名の関数あり

45

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　パッケージというのは、関数の集まりです。　R には標準のパッケージがあります。これは R のインストール時に、自動的にパッケージもインストールされ、R の起動時に、自動的にロードされます。例を挙げるとbase、stats、graphicsなどのパッケージなどです。インストールとロードは、この後で説明します。　baseパッケージは、基本的な関数、数学的な関数、入出力関数、プログラム支援の関数などがあり、これまで説明した c() や mean() が含まれます。　statsパッケージは、基本的な統計解析をする関数の集まりです。これまで説明してきた t.test( ) のほか、var.test( ), anova( ), TukeyHSD( ), wilcox.test( ), cor.test( ), glm( )などがあります。関数の名前からおおよその機能が類推できると思います。　graphicsパッケージは、さきほど説明したように、グラフ作成用の関数の集まりです。



パッケージ
パッケージと関数

パッケージは、R の関数の集まり
標準で使えるパッケージとその関数

（R インストール時に自動的にインストール、R 起動時に自動的にロード）
base ：基本的な関数、数学的な関数、入出力関数、プログラム支援の関数など

c( ), mean( ),  exp( ),  log( ),  log10( ),  function( ),  row( ),  col( ), ･･･
stats ：t.test( ), var.test( ), anova( ), TukeyHSD( ), wilcox.test( ), cor.test( ), glm( ) ･･･
graphics：stripchart( ), boxplot( ), barchart( ), pie( ), hist( ), abline(), lines(), points() ･･･
など

必要に応じてインストールして使うパッケージ（機能の追加、統計解析手法の追加）
世界中の R ユーザーによって開発され、CRAN などで蓄積・提供、ウェブ上で検索可能

パッケージ名と関数名
パッケージ名::関数名（例、dplyr::filter）、異なるパッケージに同名の関数あり
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ロードしたとき警告「マスクされています」

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このような標準で利用できるパッケージに加えて、R の機能を拡大するために、必要に応じてインストールして使うパッケージがあります。これらは、世界中の R ユーザーによって開発され、CRAN などにに蓄積されており、これを自由に利用できます。ウェブで検索して情報が得られます。　通常は関数名だけで表記します。ところが、ロードした２つのパッケージに同名の関数がある場合、関数名の重複が生じます。この場合には、パッケージ名と関数名を、コロン２個で結んで表します。例えば、dplyr::filter です。dplyr というパッケージの中の filter という関数を指します。同じ関数名を含むパッケージをロードすると「・・・関数がマスクされています」という警告が出ます。



パッケージのインストールとロード
パッケージのインストールとロード
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CRANなど
package1
package2
package3
package4
package5
･････

ストレージ
package2
package4
package8
･････

メモリ
package2
package8

インストール済みの
パッケージ

チェックを入れてロード
チェックを外してアンロード

タイトルを
クリックして
ヘルプを表示

×をクリックして
アンインストール

フェブ 自分のPC（R + RStudio）

Rを起動するたびに、
必要なパッケージを
ロード

ロードインストール

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　新しいパッケージを使うには、インストールとロードが必要です。　ウェブ上の CRAN などから、自分の PC にパッケージをダウンロードして、 R + RStudio に認識させます。これが インストール です。この中から、現在の解析に必要なパッケージをメモリにロードして利用します。メモリを圧迫しないように、現在の解析に必要なパッケージをその都度メモリにロードする仕組みです。　この管理を RStudio が行います。通常、必要なパッケージを、R の起動時にその都度ロードします。起動時に自動的にロードする方法もありますが、ここでは省略します。　右側のように、RStudio の右下のペインにある [Packages] タブを開いてください（操作）。そこに表示されているパッケージはインストール済みです。　その左の□にチェックが入ってパッケージがロード済です。□にチェックを入れるとロードされ、メモリに読み込まれます。チェックを外すとアンロードされ、該当するメモリが解放されます（後で操作）。　また、右端の×マークをクリックすると、アンインストールされ PC から削除されます。　パッケージのタイトルをクリックすると、そのパッケージに含まれる関数のヘルプを見ることができます（後で操作）。



パッケージのインストールとロード
CRANのミラーサイトの登録
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CRAN の代わりに日本のミラーサイトから
インストールした方が速度は速い

統計数理研究所山形大学

トップメニュー [Tools] ＞ [Gobal Options...] ＞ [Packages] 

Primary CRAN repository:

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　RStudio は、通常、パッケージのインストールを CRAN から行います。ただし、CRAN のミラーサイトからインストールした方が、速度は速いそうです。　トップメニュー [Tools] ＞ [Grobal Options...] ＞ [Packages] と進むと、 [Primary CRAN repository:] があります。 [Change..] をクリックすると、ミラーサイトの一覧が表示されます。この資料作成時には、日本では２か所が掲載されています。山形大学と統計数理研究所です。このいずれかを選択します（操作）。



パッケージのインストールとロード
パッケージのインストール

パッケージ「ggplot2」をインストール
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１文字ずつ入力すると
パッケージの候補が表示

パッケージ名を入力

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　インストールを行ってみます。パッケージ「ggplot2」をインストールします。グラフを描く関数からなるパッケージです。　RStudio の [Packages] タブのメニューから [Install] を選択します（操作）。　表示されたダイアログに、パッケージの名称を入力します。最初の「g」を入力すると、CRAN に登録されているパッケージの中から、「g」 で始まるパッケージの一覧が表示されます。表示されなければ、TAB キーを押してください（操作）。　しかし、「g」 だけでは候補が多すぎます。　



パッケージのインストールとロード
パッケージのインストール

パッケージ「ggplot2」をインストール
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１文字ずつ入力すると
パッケージの候補が
絞り込まれる
↑↓ で選択

パッケージを保存する
ライブラリフォルダ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「ggp・・・」と入力していく過程で、パッケージの候補が絞り込まれます。「ggplot2」が見つかった時点で、矢印キーで選択して [Enter] キーで確定します。 [Install] をクリックします（操作）。　パッケージを PC に保存するライブラリフォルダが、その下に表示されています。このフォルダについては、このセミナーの冒頭「1 準備」で説明しました。ここでは、R 4.2 以前のバージョンのライブラリフォルダが表示されています。このフォルダを、通常、ユーザーは意識していませんが、重要なフォルダなので、誤って消去しないようにしてください。



パッケージのインストールとロード
パッケージのインストール

パッケージ「ggplot2」をインストール
このパッケージが必要とする別のパッケージも同時にインストールされる
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「ggplot2」 が必要とするパッケージ

「ggplot2」 のパッケージ

新たに表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このとき、ブルー枠で示したように、「ggplot2」とは別のパッケージがインストールされます。これは、「ggplot2」が必要とする他のパッケージです。自動的にインストールされます。最後にオレンジ枠で囲った [ggplot2] がインストールされて終了です。[Packages]タブの中に、「ggplot2」 が新たに表示されました。



パッケージのインストールとロード
パッケージのロード

□にチェックをいれてロード、自動的に library(パッケージ名)という関数が実行される
（手動でロードする場合、ほぼ同じ機能をもつ require( )関数も使われる）
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チェックを入れて
ロード

関数 library( )
が自動的に実行

タイトルを
クリックして
ヘルプを表示

ヘルプが表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「ggplot2」の関数を使うには、□にチェックを入れてロードします。 [Console]  を見ると、実際には、library(パッケージ名)という関数が自動的に実行されているのがわかります（操作）。　ここでは、これ以上の説明を省略しますので、チェックを外してアンロードしてください（操作）。　なお、手動でロードする場合、ほぼ同じ機能をもつ require( ) 関数も使われます。　タイトルをクリックするとヘルプが [Help] タブに表示されます。ggplot2 のヘルプを見てください（操作）。



パッケージのインストールとロード
パッケージのインストール

パッケージ「ggplot2」をクリック
[Help] タブに関数が表示
関数の詳細が表示される

関連サイトを参照
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パッケージ「ggplot2」に含まれる関数

[Help] タブ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　[Help]タブの中に、「ggplot2」のパッケージに含まれる関数とその説明が表示されます。ここでは、これ以上の説明は省力します。関連するサイトが多数ありますから、参照してください。



パッケージのインストールとロード
パッケージのインストール

インストールでエラーが発生することがある
再度、インストールを試みる
（時間をおいて実行した方がいいようである）

動作中のマークが表示されているときは、なにもしないで待つ
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動作中のマーク

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　インストールでエラーが発生することがあります。その場合、再度インストールを行ってください。しばらく時間をおいて実行する方がいいようです。　なお、右下の赤いマークは動作中のマークです。画面に動きがなく、作動していないように見えても、このマークが出ているときは、おとなしく待ちましょう。



パッケージのインストールとロード
パッケージのアップデート
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パッケージは不定期にバージョンアップされる
[update] をクリック、候補が表示されたら、
[Select All] > [Install] を選択

アップデートの候補

全ての候補に
チェックマークを付与

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　パッケージは不定期にバージョンアップされます。　右に示したように、 [update] をクリックして、「All packages are up to date」が表示されれば、インストール済のパッケージは最新の状態です（操作）。　仮に、左のようにバージョンアップの候補が表示されたら、これをアップデートできます。　[Select All]で候補のすべてにチェックマークが付きます。[Install Updates]でアップデートが自動的に行われます。　なお、アップデートして動作しなくなる場合もあるようです。アップデートは、プロジェクトが完了した後で行うようにしたほうがいいと思います。



パッケージのインストールとロード
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R のバージョンを確認する関数
パッケージ installrの関数 check.for.updates.R
を利用して R のバージョンを確認
パッケージのインストール、ロードを行い、
関数を実行する

installer パッケージをインストール
右下のペイン [Packages]＞[Install]

「inst」まで入力すると
補完機能により

候補が絞り込まれる
installrをクリックして選択

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このセミナーの冒頭で、R が最新バージョンか否かは、　installr パッケージの check.for.updates.R 関数を利用すると説明しました。そこで、この関数を使います。すでにパッケージのインストールとロード、関数の実行は説明済みですので、まず、各自で試みてください（操作）。　では、再度、順番に手順を説明していきます。　まず、このパッケージ「installr」をインストールします。右下のペインにある　[Packages]タブをクリックし、[Install]をクリックします。　パッケージの名称に「installr」を入力してインストールします。 「inst」まで入力すると、補完機能により候補が絞り込まれ、「installr」が候補の中に見えるので、これをを選択して[install]をクリックします（操作）。　なお、補完機能による候補が表示されない場合、「i」を入力して Tab キーを押し、候補が表示されたら絞り込まれるまで「in」「ins」「inst」と徐々に名称を打ち込んでいきます。



パッケージのインストールとロード
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R のバージョンを確認する関数
パッケージ installrの関数 check.for.updates.Rを実行して R のバージョンを確認

installer パッケージを
ロード

チェックを入れて
パッケージをロード

自動的に
ロードする関数が
実行される

ロードが完了し、
プロンプトが表示

パッケージの一覧に
「installr」 が追加

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　パッケージ「installr」がインストールされて、[パッケージ] タブに追加されました。この□にチェックを入れてパッケージをロードします（操作）。　この操作で、自動的に、[Console]タブで、ロードする関数 library が実行されます。ロードが完了して、プロンプトが表示されます。　　



パッケージのインストールとロード
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R のバージョンを確認する関数
パッケージ installrの関数 check.for.updates.Rを実行して R のバージョンを確認

「che」 まで入力すると
補完機能により

候補の関数が表示される

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　[Console]タブで、プロンプトの後に「che」 まで入力すると、補完機能により候補の関数が表示されます。もし表示されなかったら、「c」と入力してTab キーを押してください（操作）。　候補の中に、関数 check.for.updates.R　が表示されたら、選択してクリックするとプロンプトの後に check.for.updates.R() が入力されます。括弧が自動的に付きます。Enter キーを押して実行します（操作）。　　　



パッケージのインストールとロード

59

R のバージョンを確認する関数
installrパッケージをインストール、ロード、
check.for.updates.R() を[Console]に入力して実行

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
　現在使っている R 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。　その場合は必要に応じて新しいバージョンの R をインストールします。たぶん、皆さんのバージョンは最新だと思いますので、右下のように表示されるはずです。　[OK]をクリックして終了させます（操作）。 �　



データセット
パッケージに同梱されたデータセット

パッケージには、サンプルデータとして、多くのデータセットが同梱されている
例えば、「datasets」「MASS」「agricolae」「EnvStats」・・・など

これらのパッケージがロードされている場合、data関数を実行すると一覧が表示
パッケージ名をクリックすると、[Help] タブにデータセットの説明が表示
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(2) data( )

(3)データセット
の一覧

(1) パッケージ
「datasets」
をロード

(4)パッケージ名
をクリック

ヘルプを表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　パッケージには、サンプルデータとして、多くのデータセットが同梱されています。例えば、データセットだけのパッケージである「datasets」パッケージがあります。また、「MASS」、「agricolae」、「EnvStats」などのパッケージに多くのデータセットが同梱されています。�　これらのパッケージがロードされている場合、data 関数を実行するとデータセットの一覧が表示されます。　そこで、標準でインストールされている「datasets」パッケージを使ってみましょう。 (1) 「datasets」 パッケージをロードしします（操作）。 (2) data 関数を [Console] タブで実行します（操作）。(3) 左上のペインに [R data sets] タブが開き、現在使えるデータセットの一覧が表示されます（操作）。　この一覧の中に、「datasets」 パッケージのデータセットも含まれています。�　また、(4) パッケージ名をクリックすると、[Help] タブにパッケージの説明が 表示されます。そこにデータセットの説明も表示されますので見てください（操作）。　ここに表示されている一覧の中に 「iris」（あやめ）というデータセットがあります。オレンジ枠と矢印で示してあります。これは、サンプルデータとして頻繁に利用されています。これを読み込んでみましょう。



データセットの読み込み（パッケージのロード）
パッケージ「datasets」の中のデータセット「iris」をデータフレームに付値する
[Console] に 「df <- iris」を入力すると、データセットが df に付値される

w/ = with、w/o = without

データセット
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irisを付値

「datasets」
のデータセット
「iris」

データセット
「iris」 を付値した
データフレーム

with 3 levesls

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　すでにロードしてあるので、すぐに利用できます。 [Console]で「df <- iris」 と入力すると、オブジェクト「df」 に「iris」 のデータが付値されます（操作）。　[Environment] タブをみると、オブジェクト「df」 が表示されています。この iris は150行×5列の構造をしたデータです。あやめの花は「がく」が変化したもので、ここにはSepal Length（がく片の長さ）， Sepal Width（がく片の幅）， Petal Length（花弁の長さ），Petal Width （花弁の幅）の4つの数値型データと， Species（3つの種）の因子型データがあることが確認できます。「Factor w/ 3 levels」は、「Factor with 3 levels」という意味です。「w/」は「with」の略です。ちなみに、「w/o」は「without」の略です。



データセットの読み込み（datasets.load関数の利用）
「datasets.load」パッケージをインストール・ロードし、[Console] で datasets.load関数を実行

データセット
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datasets.load関数
を実行

「datasets.load」
パッケージの

インストール・ロード

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、 [datasets.load] パッケージにある　「datasets.load」関数を利用する方法を説明します。　このパッケージをインストールおよびロードしてください（操作）　[Console] で datasets.load 関数を実行してください（操作）。



データセットの読込
（datasets.load関数の利用）
データセットを選択するダイアログが
表示される
（インストールされている
すべてのパッケージの
データセットが表示される）

データセット
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パッケージ名と
その中にあるデータセット名 右端には

簡単な説明

約 1500
のデータセット

検索機能
[Console]の
補完機能と同じ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このようなダイアログが表示されます。ここには、みなさんのパソコンにインストールされているパッケージのデータセットすべてが表示されます。ロードしていないパッケージのデータセットも表示されます。私のパソコンの場合、1500くらいのデータセットがここに表示されました。　このダイアグラムを使うと、データセットを検索し、選択して読み込むことができます。[Console]の補完機能と同じで、[Search]の窓に文字を入力していくと、その文字に一致する項目が徐々に絞り込まれていきます（操作）。　また、画面には出ていませんが、右端にはデータセットの簡単な説明が表示されていますので見て下さい（操作）。



9 データファィルの読み込み

Excelファィル、CSVファイルからの読み込み
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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、外部ファイルにある自分のデータ、たとえば Excel ファィル、CSV ファイルのデータの読み込み方法を説明します。



データの設定
Excelの利用を前提としたデータの設定

方法１： [Source エディタ] へ直接入力

(1) Excelからのコピー&ペースト・・・再現可能性の観点から勧められない

方法２：CSV ファイルの読み込み（UTF-8に設定した RStudioを前提として）

(1) Excelにより「 CSV UTF-8 (コンマ区切り)(*.csv)」で保存されたファイル
そのまま読み込み

(2) Excelにより「CSV(コンマ区切り)(*.csv)」で保存されたファィル（CP932で保存）
Excelにより「CSV UTF-8(コンマ区切り)(*.csv)」で保存し直して読み込み

方法３：Excelファイル（.xlxs）の読み込み（簡便でお勧め）
１つのシートを選択して、そのまま読み込み（複数のシートから１つを選択）
Excelは UNICODEに基づいており、UTF-8に対応している
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データをカンマで区切ったテキストファイル

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、データはスクリプトの中に、直接、記入してきました。ここでは、Excel の利用を前提として、外部ファイルからデータを読み込む方法を説明します。　方法１として、Excel などからのコピー&ペーストする方法です。しかし、後で再現することを考えると、非常に不確実な方法です。再現可能性の観点から勧められません。その下の方法２、３を使うべきです。　方法２として、CSV ファイルからの読み込みができます。CSVファイルはデータをカンマで区切ったテキストファイルです。UTF-8 に設定した RStudio を前提とすると、(1) Excelで、CSV UTF-8(コンマ区切り）)(*.csv) で保存したファイルは、そのまま読み込めます。(2) Excelで、CSV（コンマ区切り）（*.csv）で保存したファイルの場合、つまり CP932 で保存したファイルの場合は、Excelに読み込んで、CSV UTF-8(コンマ区切り)(*.csv) で保存し直してから、内容をチェックして、プロジェクトのフォルダに保存する方法が簡単です。　方法３として、Excelファイルから読み込みます。Excel ファイルは UTF-8 に対応しており、そのまま読み込めます。複数のシートから１つを選んで読み込めます。これが簡便でお勧めです。　なお、冒頭「1 準備」で説明したように、Rのバージョン 4.2.0 からデフォルトの文字エンコードが cp932(shift-JIS) から UTF-8 に変更されました。



データファイルの作成
Excelによるデータファイルの作成
（1）CSV ファイルの作成

CSV UTF-8 （コンマ区切り）（*.csv）
１つのアクティブシートが対象

CSV（コンマ区切り）（*.csv）を使わない

（2）Excelファイルの作成
Excelブック（*.xlsx）を選択

複数のシートが使えるので便利

データファイルの保存場所
再現可能性を保つ観点から
プロジェクトのフォルダに保存
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Excel 2016のファイルの保存メニュー

使わない

推奨

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excel にデータを入力して、これをファイルに保存する場合を考えます。　右の図は、Excel 2016のファイルの保存メニューです。保存方法として、「Excel ブック（*.xlsx）」、「CSV UTF-8 （コンマ区切り）（*.csv）」を使います。　CSV の場合、１つのアクティブシートが保存の対象になります。保存時に開いていたシートがアクティブシートになります。なお、「CSV（コンマ区切り）（*.csv）」は使いません。これは非常に重要です。　Excelブックの場合は複数のシートに対応しており、１つのファイルで多くのデータを管理できるため、お勧めします。　再現可能性を保つ観点から、使用するデータファイルをプロジェクトのフォルダに保存します。



データファイルの作成
Excelによるデータファイルの作成

データフレームの形でデータを入力
１行目に列名（これが変数名になる）
２行目からデータを配置
変数名には英数字を使用（頭文字は英字）
日本語も使える（問題が生じたら英数字に変更）

注意点（重要）
セルの結合、読みやすさを意図した装飾、
形式から外れた注釈などを排除
余計な空白が入らないように注意

（たとえば「 Group」）
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列名

２行目
から

G の前に半角の空白がある
エラーの原因になる

G の前に半角の空白がある
エラーの原因になる

control treated
153 153
153 146
152 138
156 152
158 140
151 146
151 156
150 142

147
153

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excel に入力してあるデータを R で解析する場合、データフレームに入力することを意識して Excel ファイルを作成します。左の表のような場合は、右のようにして保存します。１行目を列名とします。これが変数名になります。２行目からデータを配置します。変数名には英数字を使用します。頭文字は英字にします。変数名に日本語も使えますが、問題が生じたら、英数字に変更すると解決する場合があるようです。　このとき避けなければならないことは、セルの結合、読みやすさを意図した装飾、形式から外れた注釈などがないように、シンプルに整形しておくことが必要です。　また、余計な空白が入らないように気を付けてください。たとえば、ここに示した「 Group」です。「G」の前に空白が１つ入っています。これが原因で R でエラーが出た場合、この原因を特定するためには非常に手間がかかります。



データファイルの読み込み
データファィル（Excelブック形式）をプロジェクトに移動

プロジェクト「crop2cv」を開き、Excelファイル「data.xlsx」をプロジェクトのフォルダに移動
（ [Files] タブで、[More] ＞[Show Folder in New Window]を選択し、エクスプローラーを利用）
Excelファイルをクリックすると、[View File]と [Import Dataset...]のメニューが選択可
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Excel ファイル「data.xlsx」を
プロジェクトのフォルダに移動 ファイル名をクリック

本サイトから提供
「 DDD02Data.xlsx」

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　CSV ファイル、Excel ファイルからの読み込みはほぼ同じ操作で行いますから、Excelファイルの読み込みを行ってみます。RStudio が自動的に関数を実行してくれます。関数を意識せずに操作できます。　プロジェクト「crop2cv」を開けてください（操作）。　このプロジェクトのフォルダに、Excelファイル「data.xlsx」 を移動させます。このファィルは、このPDFファイルをダウンロードしたサイトから得られます。なお、ダウンロードするファイル名は「DDD02Data.xlsx」になっていますので、ファイル名を「data.xlsx」に変更して使ってください（操作）。　 前のスライドで説明したように、[More] をクリックし、エクスプローラーを表示させて「data.xlsx」をプロジェクトのフォルダに移動させてください。または、[More] ＞[Show Folder in New Window] を選択し、エクスプローラーを利用することもできます（操作）。　移動させたExcelファイル「data.xlsx」 のファイル名をクリックすると、２つのメニューが出てきます。 [View File] と [Import Dataset...]です。まず、[View File] をクリックしてください（操作）。

https://mkkmkk.com/wp-content/uploads/RRR02Data.xlsx


Excelファイルの内容を確認
[View Files]  で Excelが起動
「data.xlsx」の内容を表示

シート「data-3」はcrop2cv の
データであることを確認

Excelを終了
（データを変更した場合、
保存してから終了）

データファイルの読み込み
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シートが３枚

Excelを終了

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　[View File] をクリックすると、Excelが起動し、「data.xlsx」の内容が表示されます（操作）。　シートが３枚あります。シート「data-3」はcrop2cv のデータであることを確認してください。確認した後、Excelを終了してください（操作）。　仮に、ここでファイルの内容を変更すると、ファイルを保存してから終了になります。ここでは行いません。　



データファイルの読み込み
Excelファイルの読み込み

２か所から開始可能
（1） [Environment] タブ

[Import Dataset]＞ [From Excel...] 
この後、フォルダを探して、
データファイル「data.xlsx」を選択

（2）Excelファイル「data.xlsx」をクリック
[Import Dataset...]をクリック
「data.xlsx」が自動的に読み込まれる

・・・効率的、推奨

(1) (2) ともに、同じダイアログが開く

70
ファイル名をクリック

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
Excel ファイルからの読み込みは２か所から開始できます。（1）[Environment] タブ ＞ [Import Dataset] ＞ [From Excel...] と進みます。この後、プロジェクトのフォルダを探して、その中のファィル「data.xlsx」を指定します。（2）先ほど行ったように、Excelファイル「test.xlsx」をクリックしてメニューを表示させ、 [Import Dataset...] を選択します。この場合は、「data.xlsx」が自動的に読み込まれるので、こちらの方が効率的で便利です。この (2) で作業を進めてください（操作）。　　　　　いずれにしても、(1) (2) ともに同じダイアログが開きます。　　



データファイルの読み込み
Excelファイルの読み込み

Excelファィルを読み込む
ダイアログが表示される
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Excelファィルを読み込むダイアログ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　Excelファィルを読み込むダイアログが表示されます。�



Excelファィルの読み込み

データファイルの読み込み
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データファイルのパスと
ファイル名

データの内容を確認

Excelファィルを読み込むダイアログ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ダイアログの上の部分です。データファイルのパスとファイル名が表示されています。その下にデータの内容が表示されています。文字化けせずに、正しく読み込まれていることを確認してください。



データファイルの読み込み
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データを付値する
オブジェクト名を入力
仮に「df1」とする

選択したシートの内容で
再表示

シートの一覧から選択
「data-3」

実際に実行される関数

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　ダイアログの下の部分です。 [Name] はデータを付値するオブジェクトの名前を入力します。ここでは、仮に「df1」としています。  この Excel ファイルにはシートが３枚あるので、オレンジの矢印のように▼をクリックすると、そのシートの名前が一覧で表示されています。この中のシートを選択すると、上の表示が選択したシートの内容で再表示されます。取り込むデータの内容を確認できます。ここでは、「data-3」のシートを選択します。データの内容を確認してから、 [Import] をクリックして読み込みます（操作）。　なお、右下に、実際に実行される関数が表示されています。



Excelファィルの読み込み
読み込まれたデータは[Environment] タブに表示、データフレームの場合はタブが開く

データファイルの読み込み

74

読み込まれたデータ
名前が「df」

読み込まれたデータ
「df1」

読み込んだ
Excelファイル

「df」 と 「df1」 は
同じデータ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　データフレームに取り込まれたデータが、「df1」 という名前で、RStudio の左上のペインのタブと、右上の[Environment] タブの中に表示されています。　この「df1」 は、t 検定を行ったデータ「df」と同じ内容であることを確認してください。つまり、同じデータを、スクリプトに直接書き込んだ場合と、データファイルから読み込んだ場合、この両方から得たことになります。



Excelファィルの読み込み
read_excel関数が自動的に実行、指定した Excelファィルのシートを読み込む

データファイルの読み込み
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自動的に実行されたスクリプト

library(readxl)
df1 <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")
View(df)

Excel ファイルを読み込む関数
を含むパッケージをロード

Excel ファイルを
読み込む関数

対象のシート名

Excel ファイル名

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
 [Console] には、実際のデータを読み取ったスクリプトが表示されています。　Excelファィルからデータを読み取る関数は、パッケージ「readxl」の read_excel 関数が使われます。自動的にパッケージをロードし、read_execl 関数が実行されています。引数に Excel ファイルの名前と、対象のシートの名前が渡されています。 　このようにして、Excel ファイルから、関数の使用を意識せずに、直接データを読み込むことができます。



Excelファィルの読み込み
データファイルはプロジェクトのフォルダに保存
読み込みに利用したスクリプトを [Source エディタ]に記録

データファイルの読み込み
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(2)読み込みに利用した
スクリプト (1) 読み込んだ

Excelファイル

(3) 入力履歴を選択

(4) [To Source] でコピー

(6) データの出所を明確化

(5) 使用した関数と
そのパッケージ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　スクリプトを完成させるときに、どのデータファィルを使い、Excelファイルの場合はどのシートを使ったかを明らかにしておくことは重要です。　そこで、(1) フォルダにある Excel ファイルから、(2)自動的に生成されたスクリプトを実行してデータを読み込んだ時に、 (3) [History]タブに履歴が残りますから、それを選択して、(4) [To Source]アイコンを使うと、[Sourceエディタ] にスクリプトをコピーできます（操作）。　ここでは、(5) readxlパッケージ のロードと、(6) read_excel 関数を実行したスクリプトをコピーしました。この関数の引数には、ファイル名とシート名が記録されています。　なお、プロジェクトのフォルダ以外から読み込むと、ファイルにパスが付きます。ここではファイル名のみですから、プロジェクトのフォルダの中にあることがわかります。



Excelファィルの読み込み

データファイルの読み込み
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データ構造を調べる関数は str()
read_execl関数で読み込んだ Excel ファィルの
データは tibble（改良版データフレーム）になる
（ tidyverse系の新しいデータ構造）

仮に、ある関数でエラーが発生した場合
データフレームに変換するとエラー回避になる場合
がある df1 <- data.frame(df1)

[Environment] タブでも
str関数と同じ表示

データフレームの改良版

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　オブジェクトのデータ構造を調べるには、str 関数を使います。[Console]　に str( df1 ) と入力すると、df1 のデータ構造は「tibble」であることがわかります。[Console]に直接打ち込んで実行してください（操作）。　同様な表示は、[Environment] タブでも得られます（操作）。　tibble というデータ構造は、データフレームの改良版です。つまり、read_execl 関数で読み込んだデータは、tibble になります。ここでは取り上げませんが、tibble は tidyverse 系の新しいデータ構造です。　仮に、tibble のデータを、古くからある関数に渡してエラーが発生した場合、グリーン枠で示したように df1 <- data.frame(df1) として、tibble からデータフレームに変換しておくと、エラーを回避できる場合があるようです。



オブジェクトをデータファイルに保存
オブジェクトをファイル（２進データ）で保存

保存 ：[Console] から、save(オブジェクト名, file = "ファイル名.Rda")（２進データ）
読み出し：[Files] タブのファイルをクリックすると、オブジェクトが復元

[Console]で load 関数が自動的に実行
load("~/MyFolder/R-Work/crop2cv/crop-df.Rda")
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(1) save(df, file = "crop-df.Rda") 

(3) 保存ファイル（２進データ）
クリックして読み出す

(2) メモリから
オブジェクトを消去

拡張子は自由

他のソフトでは
読み込み不可

(4) ファイルから
オブジェクトを復元

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、R のオブジェクトをファイルとして保存する方法を説明します。　(1)として、　[Console] から、save(オブジェクト名, file = "ファイル名.Rda") と入力して実行します。事例は、データフレーム「df」の保存です。実際に行って、[files]タブにファイルが保存されたことを確認してください。ここでは、「crop-df.Rda」 としてありますが、拡張子を含めてファイル名は自由です（操作）。　２進データでプロジェクトのフォルダに保存されます。したがって、他のソフトでは読めません。テキストファイルで保存することもできますが、数値の精度を維持するためには、２進データの方が適しています。　次に、準備として、(2) [Environment] タブで、ホウキ（箒）のアイコンを使い、オブジェクトを全て削除してください。メモリからオブジェクトが削除されます（操作）。　「crop-df.Rda」を読み出すには、(3) [Files] タブのなかにあるファイル名「crop-df.Rda」をクリックします。(4) オブジェクトが元の通り復元し、[Environment] タブに表示されますので、実行してください（操作）。　実際は、[Console] で　load("~/MyFolder/R-Work/crop2cv/crop-df.Rda")）が自動的に行われます。[Console] を確認してください。



オブジェクトをデータファイルに保存
オブジェクトをテキストファイル（CSV、タブ区切り）で保存

write.table(オブジェクト名,
file = "ファイル名.csv",
sep = ",",
row.names = FALSE
col.names = TRUE)

write.table(オブジェクト名, 
file = "ファイル名.txt",
sep = "¥t," , 
row.names = FALSE,
col.names = TRUE)

row.names = FALSEにより行番号を出力をさせない（ズレ防止）
quote = FALSE を指定すると文字列に""を付けさせない
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col1 col2 col3
[1,] 1 8 15
[2,] 2 9 16
[3,] 3 10 17
[4,] 4 11 18
[5,] 5 12 19
[6,] 6 13 20
[7,] 7 14 21

col1 col2 col3
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21

col1 col2 col3
1, 8, 15
2, 9, 16
3, 10, 17
4, 11, 18
5, 12, 19
6, 13, 20
7, 14, 21

行番号を含めると
空白の分、列名が左にズレる

カンマ

¥ バック
スラッシュ

CSVファイル

タブ区切りファイル

マトリックスのオブジェクト

ドット

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
　次に、テキストファイルでオブジェクトを保存してみます。これは操作せず、説明だけです。　真ん中に示したオブジェクト、この場合はマトリックスです。これを CSV ファイルまたはタブ区切りのテキストファィルとして保存するには、write.table 関数を使います。関数名にドットが含まれていますから注意してください。　左上のスクリプトのように、この関数の引数 sep を","（カンマ）にすると 右上のCSV ファイルになります。左下のスクリプトのように、sep を"\t" にすると右下のタブ区切りのテキストファィルになります。「\」円マークは、UTF-8 に指定したRStudio で入力するとバックスラッシュになります。　真ん中の図のように、元データに行番号が付いている場合、オレンジ枠の１マス分の空白がありますから、列名が１マス分、左にズレてしまいます。そこで、引数 row.names = FALSE を指定して、行番号を出力させないようにしています。その結果、右のようなデータとしてファイルに保存されます。 「row.names」「col.names」の引数名にドットがありますから注意してください。　ここには示してありませんが、文字型のデータがある場合、文字型のデータに「""」が付きます。これを付けさせないようにするには、quote = FALSE を指定します。



10 レポートの作成

「動的レポート」の利用
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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
　ここからは、「動的レポート」について説明します。



統計的再現可能性と動的レポート

統計的再現可能性
データの修正、解析条件の変更などで、前回と同じ行程を経てレポートを作り直したい

どのデータファイルを使ったか分からない？、設定条件を思い出せない？
労力的、時間的な理由で、再現することは不可能 !!!

このような状態に陥らないように、再現可能性が重要になる
再現可能性：同じデータから、同じ解析結果を得て、同様のレポートを再現できる

動的レポートの利用
(1) R マークダウン（記述方法、文法）による再現可能な動的レポートの作成
ドキュメントの中に Rスクリプトを付加したファイルから、自動的にレポートを生成
グラフや解析結果が自動的にドキュメントに埋め込まれる（コピー&ペーストが不要）

(2) R スクリプトから「レポートのコンパイル」（(1)の簡易版、「Compile report」）
R スクリプトに短いドキュメントを付加したファイルから、自動的にレポートを生成
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「１週間後の自分は他人だと思え」

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　統計処理において、再現可能性の重要性が指摘されています。　たとえば、データの修正や解析条件の変更などで、前回と同じ行程でレポートを作り直すような場面は多々あります。そのとき、データファイルの所在が不明になったり、設定条件を思い出せなかったりして、苦慮した経験は無かったでしょうか。「１週間後の自分は他人だと思え」という言葉があります。また、図表のコピー&ペーストを繰り返して多大な労力を要して完成させていることから、再び同じ行程を経て作り直すことは、労力的、時間的な理由で不可能ということもあります。　



統計的再現可能性と動的レポート

統計的再現可能性
データの修正、解析条件の変更などで、前回と同じ行程を経てレポートを作り直したい

どのデータファイルを使ったか分からない？、設定条件を思い出せない？
労力的、時間的な理由で、再現することは不可能 !!!

このような状態に陥らないように、再現可能性が重要になる
再現可能性：同じデータから、同じ解析結果を得て、同様のレポートを再現できる

動的レポートの利用
(1) R マークダウン（記述方法、文法）による再現可能な動的レポートの作成
ドキュメントの中に Rスクリプトを付加したファイルから、自動的にレポートを生成
グラフや解析結果を自動的にドキュメントへ埋め込み（コピー&ペースト等の手作業が不要）

(2) R スクリプトから「レポートのコンパイル」（(1)の簡易版、「Compile report」）
R スクリプトに短いドキュメントを付加したファイルから、自動的にレポートを生成
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ドキュメント：文章（レポートの目的、結果、考察）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　このような状態に陥らないように、同じデータから、同じ解析結果を得て、同じレポートを再現できるということを、「統計的再現可能性」といいます。　その対応の一つとして、動的レポートがあります。ここからドキュメントという言葉が使われます。これは、レポートの目的、結果、考察などの文章を指しています。　(1) R と RStudio を使って、R マークダウンという記述方法で再現可能なレポートを自動作成できます。これは、ドキュメントの中に R スクリプトを付加したファイルを作り、ここから自動的にレポートを生成します。グラフや出力結果が自動的にドキュメントに埋め込まれます。コピー&ペースト等の手作業から解放され、省力的かつ再現可能なレポート作成が可能になります。　(2) 一方、(1)の簡易版として、R スクリプトに短いドキュメントを付加して、ここから自動的にレポートを作成することができます。RStudio では、Compile report（レポートをまとめる）というアイコンがあります。このセミナーでは、この操作を「レポートのコンパイル」と称します。　ここでは、後者の(2)「レポートのコンパイル」について簡単に説明します。



レポートのコンパイル
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#' ---
#' title: "２品種 cv1 cv2の比較"
#' author: "田中 太郎"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#'## 目的
#' ２品種cv1、cv2の8月における収穫量の・・
#' 
#'## 材料と方法
#' 7月12日、圃場Aに播種。繰返し3の完全無・
#' 
#'## 結果と考察
library(readxl)
df <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")

#+ fig.height = 2, fig.width = 2, echo = FALSE
stripchart(yield ~ cv, data = df, pch = 20, 

method = "jitter", vertical = TRUE)
#'
t.test(yield ~ cv, data = df,

paired = FALSE, var.equal = TRUE)
#' ２品種の収穫量に有意差あり。95%信頼・

library(readxl)
df <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")

stripchart((yield ~ cv, data = df, pch = 20,  
method = "jitter", vertical = TRUE)

t.test(yield ~ cv, data = df,
paired = FALSE,  var.equal = TRUE)

（2）レポート用ファイル （3）レポートを自動作成
（ドキュメント等を付加） （MS Word、HTML等）

R スクリプト

解析結果

グラフ

材料と方法

[Sourceエディタ]でスクリプトを作成
この中に、ドキュメント等を付加
これを元にレポートを自動作成

ドキュメント
タイトル
見出し
本文 R スクリプト

タイトル
（1） R スクリプトファイル

出力制御
オプション

結果と考察

目的

R スクリプト

ドキュメント

大まかな流れ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　「レポートのコンパイル」の大まかな流れを示しています。　左の(1)のように、[Source エディタ]で R スクリプトファイルを作成します。データファイルからデータを読み込み、グラフを描いて、t 検定を行う R スクリプトです。これで、最終的な解析結果が得られたとします。　真ん中の(2)に示したように、このスクリプトにブルーの文字で表したドキュメントを付加して、レポート用ファイルを作成します。また、オレンジの文字であらわしたオプションを付加して、出力を制御します。ドキュメントとオプションの行の先頭に付いている #（シャープ）、'（アポストロフィ）、+（プラス）の記号で、スクリプトと区別しています。詳しいことは、後で説明します。　このファイルから、右の(3)のように、Word 等の形式でレポートを自動作成します。レポートには、グラフや解析結果と共に、ドキュメントとして、タイトル、目的、材料と方法、結果と考察の見出しと本文が付加されています。



レポートのコンパイル
R スクリプトからのレポートのコンパイル（Compile report）

[Source エディタ]で R スクリプトを作成、この中にドキュメント（簡単な文章）を付加
これを元にしてレポート（HTML、PDF、MS Word）を自動生成

ドキュメントを付加
スクリプトの中に以下の記号を付けたドキュメントを付加（行頭の記号でスクリプトと区別）

# 従来通り、R スクリプトの注釈として、R スクリプトと一体で表示
#' 本文、ドキュメント（プレインテキスト）として表示
#' # 大見出し
#' ## 中見出し
#' ### 小見出し
#' *** 水平線
*italics* , **bold** ：文字列を囲むと斜体、太文字として表示
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# ' ：シャープ、アポストロフィ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　レポートのコンパイルは、R スクリプトの中にドキュメントを付加し、これを元にして HTML やワードの形式でレポートを自動作成します。　したがって、R スクリプトとドキュメントを区別する必要があります。そのために、行の頭にドキュメントにシャープとアポストロフィの記号を付けます。　「#」は、すでに説明済みです。R の注釈ですから、レポートの中でも注釈として表示されます。　「#'」 は、本文です。ドキュメントをプレインテキスト、つまり装飾のない普通の文書として出力します。　　「#' #」は大きい見出し、「#' ##」は中程度の見出し、「#' ###」は小さい見出しです。　「#' ***」 は水平線を入れます。　なお、「*italics*」 , 「**bold**」 のように文字列をアスタリスクで囲むと、斜体、太文字になります。



レポートのコンパイル
レポートの出力を制御するコード（オプション）を付加

スクリプトの中に、記号を付けたオプションを付加（行頭の記号でスクリプトと区別）
#+ messages = FALSE メッセージを非表示（例、library()のマスクの情報などを非表示）
#+ warning = FALSE  警告を非表示
#+ echo = FALSE スクリプトを非表示（例、グラフを表示、スクリプトは省略）
#+ eval = FALSE スクリプトを実行しないで、スクリプトを表示
#+ fig.height = 3, fig.width = 4 グラフ画像の高さと幅の指定（インチ）

複数のオプションをカンマで区切って併記
これらの制御は、次に「#' 」または「#+ 」で始まる行の前まで有効

メタ情報をヘッダーに付加
スクリプトの先頭に、メタ情報を YAMLという形式で付加

メタ情報：タイトル、著者、日付など
「#' ---」（シャープ、アポストロフィ、ハイフン３つ）
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#' ---
#' title: "タイトル"
#' author: "名前"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#+：シャープ、プラス

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　スクリプトの中に、レポートの出力を制御するコードを付加できます。これを「オプション」と呼びます。行の頭にシャープとプラスを記述し、その後に具体的なオプションを記述します。その一部をここに挙げます。　「#+ messages = FALSE」を指定すると、メッセージを非表示にします。たとえば、library() でパッケージをロードする場合、すでにロードされているパッケージの関数名とダブリがある場合、マスクされているという情報が出力されます。これらのメッセージを非表示にします。　「#+ warning = FALSE」を指定すると、警告を非表示にします。�　「#+ echo = FALSE」を指定すると、スクリプトを非表示にします。たとえば、スクリプトを省略して、グラフだけを表示したい場合に使います。　「#+ eval = FALSE」を指定すると、スクリプトを実行しませんが、スクリプトは表示されます。参考としてスクリプトを併記するのに使えます。　「#+ fig.height = 3, fig.width = 4」で、グラフ画像の高さと幅をインチで指定します。このように、複数のオプションをカンマで区切って併記できます。　これらの制御は、次に「#' 」または「#+ 」で始まる行の前まで有効です。



レポートのコンパイル
レポートの出力を制御するコード（オプション）を付加

スクリプトの中に、記号を付けたオプションを付加（行頭の記号でスクリプトと区別）
#+ messages = FALSE メッセージを非表示（例、library()のマスクの情報などを非表示）
#+ warning = FALSE  警告を非表示
#+ echo = FALSE スクリプトを非表示（例、グラフを表示、スクリプトは省略）
#+ eval = FALSE スクリプトを実行しないで、スクリプトを表示
#+ fig.height = 3, fig.width = 4 グラフ画像の高さと幅の指定（インチ）

複数のオプションをカンマで区切って併記
これらの制御は、次に「#' 」または「#+ 」で始まる行の前まで有効

メタ情報をヘッダーに付加
スクリプトの先頭に、メタ情報を YAMLという形式で付加

メタ情報：タイトル、著者、日付など
「#' ---」（シャープ、アポストロフィ、ハイフン３つ）
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#' ---
#' title: "タイトル"
#' author: "名前"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#+：シャープ、プラス

ハイフン３つ

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　また、ヘッダーとして、メタ情報を、右下に示したYAML（ヤムル）という形式で、スクリプトの先頭に付加します。ここでのメタ情報とは、タイトル、著者、日付です。「#' ---」は、シャープ、アポストロフィ、ハイフン３つです。



レポートのコンパイル
レポート用ファイルのイメージ

スクリプトに、YAML ヘッダ、ドキュメント、オプションを付加

87

#' ---
#' title: "〇〇〇と〇〇〇の関係"
#' author: "Tanaka Taro"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#' ## 目的
#' ２品種cv1、cv2の8月における収穫量・・
#' 
#'## 材料と方法
#' 8月23日、圃場Aに播種。繰返し3の・・

#+  echo = FALSE
par(mar = c(5,4,1,1))
stripchart(yield ~ cv, data = df, pch = 20, 

method = "jitter", vertical = TRUE)
#'
t.test(yield ~ cv, data = df,

paired = FALSE, var.equal = TRUE)
#' ２品種の収穫量に有意差あり。95%
#'  信頼区間から・・・・・・・・・

オプションの
有効範囲

YAML
ヘッダ

中見出し

オプション
（スクリプト
非表示）

本文

R スクリプト

本文

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、レポート用ファイルとして、スクリプトにYAML ヘッダ、ドキュメント、オプションを付加した具体例を見てみましょう。非常に単純な事例です。　トップの５行に、YAMLヘッダがあります。この書式通りに記述します。　「目的」という中見出しがあります。行頭は「#'##」です。その下に本文があります。行頭は「#'」です。同様に、「材料と方法」の中見出しと本文があります。　par 関数と stripchart 関数があり、ここでグラフが描かれます。レポートには、グラフだけ表示させ、このスクリプトのエコーを非表示にするために、オプション「#+ echo=FALSE」を付けてあります。オプションの有効範囲は、次の「#'」までです。t.test 関数のスクリプトは、その検定条件を明示する必要があるため、非表示にはできません。そこで、t.test 関数の前に「#'」を入れて、オプション「echo=FALSE」の有効範囲を t.test の前までに設定します。　t.test 関数により、レポートにはスクリプトのエコーと結果の出力の両方が表示されます。　その下に、ドキュメントの本文が続きます。 



レポートのコンパイル

レポートのコンパイルの手順
目的
プロジェクト「crop2cv」で２品種を比較、その結果を簡易レポートにまとめる

作業手順
（1）プロジェクト「crop2cv」を開始（既に完了）
（2）２品種を t 検定で比較（既に完了、スクリプトファィル「MyTTest.R」を保存済み）
（3）レポート用ファイルの作成

スクリプトファイルをレポート用ファイルとして複成（内容が同じで、名前が異なる）
例 「MyTTest.R」→ 「crop2cv-report.R」

レポート用ファイルを整理、ヘッダ、ドキュメント、オプションを付加
（4）レポート用ファイルからレポートを自動作成（レポートのコンパイル）

出力したレポートを見てレポート用ファイルを修正し、再度コンパイル、完成
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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
　では、レポートのコンパイルを体験してみましょう。まずは、操作をしないで、全体の流れをつかんでください。　目的は、プロジェクト「crop2cv」で２品種を比較した結果を簡易レポートにまとめることです。　作業手順は(1)から(4)です。（1）まず、プロジェクト「crop2cv」を開始して、（2）２品種を t 検定で比較します。この(1)(2)は既に完了しており、現在はスクリプトファィルが完成し、これを保存している状況です。　（3）レポートファイルを作成します。まず、スクリプトファイルをレポート用ファイルとして保存します。つまり、異なる名前で同じ内容のファイルを作成します。たとえば、　「MyTTest.R」 →　「crop2cv-report.R」　として保存します。このレポート用ファィルのスクリプトを整理し、ドキュメントとオプションを付加します。（4）レポート用ファイルからレポートを自動作成します。レポートのコンパイルです。コンパイルしたレポートを見てレポート用ファイルを修正し、再度コンパイルします。　では、(1) と (2) は済んでいますから、(3)から始めます。プロジェクト「crop2cv」が閉じていたら、再開してください（操作）。



レポートのコンパイル
レポートのコンパイルの手順 (3) レポート用ファイルの作成
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(d) 新しいファイル名
「crop2cv-report.R」

名前を変えて複成(a)

(b)(c)

完成した
スクリプトファィル

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　(3) レポート用ファイルを作成します。(a)～(d) の手順です。　(a)　[Files] タブで、完成したスクリプトファイル「MyTTest.R」 にチェックマークを入れて、(b) [More]を選択し、(c)[Copy...]を選択します。(d)「MyTTest.R」に替わるファイル名を聞いてきますから、たとえば「crop2cv-report.R」 とします。拡張子は「.R」です。　そうすると、名前を替えた同じスクリプトファイルの複成が、プロジェクトのフォルダに保存されます（操作）。



レポートのコンパイル
レポートのコンパイルの手順

(3) レポート用ファイルの作成
「copy2cv-report.R」をクリックして読込
スクリプトの整理
スクリプトを実行、結果の確認
体裁を調整（A4への出力を想定）
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library(readxl)
df <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")

par(mar = c(5,4,1,1))
stripchart(yield ~ cv, data = df,                            

pch = 20,  method = "jitter",   vertical = TRUE, 
ylim = c(0,40),   xlab = "品種")

t.test(yield ~ cv, data = df,
alternative = "two.sided",
mu = 0, paired = FALSE, var.equal = TRUE,
conf.level = 0.95)

a1 <- c(23.8, 26.6, 27.0)
a2 <- c(32.4, 29.4, 34.0)
df <- data.frame(cv = c(rep("cv1", 3), rep("cv2", 3)),

yield = c(a1, a2))

par(mar = c(5,4,1,1))
･･････････････省略

（a）スクリプト内にデータを記述した例

（b）外部ファイルからデータを読み込んだ例

数値の調整

横に並べて
体裁を調整

横に並べて
体裁を調整

パッケージの
ロード

数値の調整

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　保存した「copy2cv-report.R」をクリックして、[Source エディタ]　に表示させます（操作）。　スクリプトを整理し、実行して正しい結果を出力するか確認します。右の (b) は外部ファイルからデータを読み込む例です。必要なパッケージをロードするスクリプトも必要です。左の(a) は、スクリプト内にデータを記述した例です。スクリプトの後半を省略してあります。　左の(a)、右の(b)、どちらでも構いません。エラーが表示されず、正常に実行できることを確認してください（操作）。　出力したグラフを確認して、par 関数で指定しているグラフの余白の数値を調整します（操作）。　t.test 関数と stripchart 関数は、読み易いように、スクリプトを複数行に分割し、縦に並べて記述しました。このスクリプトをそのままレポートにすると、縦に間延びしてしまいます。A4 の用紙に出力することを想定し、必要に応じて適当に横に並べて体裁を整えます（操作）。



レポートのコンパイル
レポートのコンパイルの手順 (3) レポート用ファイルの作成
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#' ---
#' title: "２品種 cv1 cv2 の比較"
#' author: "田中 太郎"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#' ## 目的
#'２品種の収穫量を・・・・
#'
#' ##材料と方法
#'２品種を7月13日に播種し・・・
#'
#' ##結果と考察
library(readxl)
df <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")
#'データは・・・・

#+ fig.height = 2, fig.width = 2, echo = FALSE
par(mar = c(5,4,1,1))
stripchart((yield ~ cv, data = df,                            

pch = 20,  method = "jitter",  
vertical = TRUE,  ylim = c(0,40),  
xlab = "品種")

#'
t.test(yield ~ cv, data = df,

alternative = "two.sided", mu = 0, 
paired = FALSE,  var.equal = TRUE, 
conf.level = 0.95)

#' ２品種の収穫量に有意差あり。
#' 95%信頼区間から・・・・・
#' 次のアクションは・・・・

YAML
ヘッダ

中見出し

本文

スクリプト

中見出し

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　レポート用スクリプトファィルに、YAMLヘッダ、中見出し、本文などのドキュメントとオプションを付加して、レポート用ファイルを作成します。ここでは、付加するドキュメントをブルー、オプションをオレンジ、元のスクリプトをブラックにしてあります。これは例ですから、自由に記入してください。　YAML ヘッダはトップに位置させます。タイトル、著者、日付を：（コロン）から右側に自由に記入できます。　「#' ## 目的」は中見出し、「#' ２品種の収穫量を・・・」は本文です。　同様に、　「#' ## 材料と方法」は中見出し、「#' ２品種を7月13日に播種し・・」は本文です。　「#' ## 結果と考察」の中身だしの後に、libraty関数でパッケージをロードし、read_excel 関数でデータを読み込むスクリプトがあります。その後に、「#' データは・・・」の本文があります。　



レポートのコンパイル
レポートのコンパイルの手順 (3) レポート用ファイルの作成
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#' ---
#' title: "２品種 cv1 cv2 の比較"
#' author: "田中 太郎"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#' ## 目的
#'２品種の収穫量を・・・・
#'
#' ##材料と方法
#'２品種を7月13日に播種し・・・
#'
#' ##結果と考察
library(readxl)
df <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")
#'データは・・・・

#+ fig.height = 2, fig.width = 2, echo = FALSE
par(mar = c(5,4,1,1))
stripchart((yield ~ cv, data = df,                            

pch = 20,  method = "jitter",  
vertical = TRUE,  ylim = c(0,40),  
xlab = "品種")

#'
t.test(yield ~ cv, data = df,

alternative = "two.sided", mu = 0, 
paired = FALSE,  var.equal = TRUE, 
conf.level = 0.95)

#' ２品種の収穫量に有意差あり。
#' 95%信頼区間から・・・・・
#' 次のアクションは・・・・

YAML
ヘッダ

中見出し

本文

オプション

オプションの
効果を終了本文

スクリプト

スクリプト

スクリプト

中見出し

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　その後のオプション fig.height と fig.width で、グラフの大きさを指定しています。また、echo=FALSE でレポートでのスクリプトのエコーを非表示にしています。この有効範囲を設定するために、stripchart 関数の後ろに「#'」を置いてあります。これによりオプション「echo=FALSE」 の有効範囲はオプションを付加した行から、この「#'」のある行の前までになります。　t.test 関数の後に、結果と考察、次のアクションなどの本文を付けてあります。　以上のことを参考にして、レポート用ファイルを作成して、保存します（操作）。



レポートのコンパイルの手順
(4) レポート用ファイルからレポートを自動作成（レポートのコンパイル）

[Source エディタ]にある [Compile Report] のアイコンをクリックしてレポートをコンパイル
注）すでにコンパイルを実施していて、同名のファイルがプロジェクトのフォルダにある場合、

このファイルを開いているとエラーになる（→ 既存のファイルを閉じる or 名前を変更）
既存のファイルがあれば上書きされる

初めて [Compile Report] を選択したとき
１回だけインストールを実施

レポートのコンパイル
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Compile Reportの
アイコン

保存された
レポート用ファィル

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　手順の(4)、レポートのコンパイルを行います。　右の図のように、レポート用ファイル「crop2cv-report.R」を保存しました。そこで、　[Source エディタ] にある [Compile Report] のアイコンをクリックして、このレポート用ファィルをコンパイルします（操作）。　なお、初めて [Compile Report] を実行したとき、左に示したようにパッケージのインストールが要求されます。この時、１回だけです。　ここで注意があります。仮に、すでにコンパイルを実施して同名のレポートファイルがプロジェクトのフォルダに存在している場合、このファイルが開いているとと、コンパイルはエラーになります。そのため、この既存のファイルを閉じておいてください。閉じておけば、既存のファィルに同名の新しいファイルが上書きされます。または、レポート用ファイルを別のファイル名で保存しておけばエラーは発生しません。



レポートのコンパイル
レポートのコンパイルの手順

(4) レポート用ファイルからレポートを自動作成（レポートのコンパイル）
出力形式の選択：HTML、PDF、MS Wordを選択（PDF で出力する場合はLaTex処理系が必要）
HTML かMS Word を選択
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PDF で出力するには、
LaTeXの処理系を

インストールする必要がある
（詳細は省略）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　[Compile Report] をクリックすると、このようなダイアログが表示されます。HTML、PDF、MS Word　から選択します。 ただし、PDF で出力するには、LaTeXの処理系をインストールしておく必要があります。ここでは、詳細を省略します。したがって、HTML か MS-Word を選択してください（操作）。



レポートのコンパイル
出力されたレポートの例（MS Word）
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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
　コンパイルが正常に行われると、作成されたレポートが表示されます。これはMS-Word でのレポートの出力結果で、縦２列に分割してあります。　皆さんも、ドキュメントの内容は異なっていると思いますが、ほぼここに示したような形状のレポートファイルが作成されたはずです。　さらに、レポート用ファイルと作成されたレポートファイルを詳しく見比べていきます。



レポートのコンパイル
出力されたレポートの例（MS Word）
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#' ---
#' title: "２品種 cv1 cv2 の比較"
#' author: "田中 太郎"
#' date: "2020/11/12"
#' ---

#'## 目的
#' ２品種cv1、cv2の8月における収穫量の・・・・
#' 
#'## 材料と方法
#' 6月23日、圃場Aに3㎡の6試験区を設定し・・・
#' 8月12日、収穫
library(readxl)
df <- read_excel("data.xlsx", sheet = "data-3")

本文

中見出し

YAMLヘッダ

レポート用ファイルの一部（前部）

本文
中見出し

ヘッダ

出力されたレポート

スクリプト

スクリプトの
エコー使用した

データファイル
とシート

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左はレポート用ファィルの前部、右は出力されたレポートの該当部分です。　左のYAML ヘッダの記述により、右のレポートにはタイトル、著者、日付が中央に表示されます。　左の中見出しの「目的」と本文、中見出しの「材料と方法」と本文の付加により、右のレポートにそれぞれの見出しと本文が表示されています。　左に、ライブラリのロードとExcelファイルの読み込みのスクリプトがあります。右のレポートに、このスクリプトのエコーが表示されています。このエコーの表示で、使用したデータファイルの名前とシートの名前がレポートに記録されます。



レポートのコンパイル
出力されたレポートの例（MS Word）
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グラフの表示

スクリプトは非表示

中見出しの表示

出力されたレポート
#'## 結果と考察

#+ fig.height = 2, fig.width = 2, echo = FALSE

par(mar = c(5,4,1,1))
stripchart(yield ~ cv, data = df,                            

pch = 20, method = "jitter",
vertical = TRUE, ylim = c(0,40),
xlab = "品種")

#'
t.test(yield ~ cv, data = df,

alternative = "two.sided", mu = 0,
paired = FALSE, var.equal = TRUE,
conf.level = 0.95)

レポート用ファイルの一部（中部）

オプションの
有効範囲

中見出し

オプション
グラフのサイズ
エコー非表示

スクリプト

スクリプト

エコー非表示

グラフのサイズ
2 × 2

エコー表示

結果の表示

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左はレポート用ファィルの中間の部分、右は出力されたレポートの該当部分です。　左の中見出し「#'## 結果と考察」により、右のレポートには中見出し「結果と考察」が表示されています。　左には、オレンジで示したオプションがあります。fig.height と fig.width のオプションで次のスクリプトで表示されるグラフの大きさを指定しています。複数のオプションは、カンマで区切って併記できます。その次の「echo=FALSE」 は、スクリプトのエコーを非表示にするオプションです。その下にstripchart 関数があります。これにより、右のレポートには、スクリプトのエコーが表示されず、結果のグラフのみが指定した大きさで表示されています。　左には、stripchart 関数の下に「#'」があります。これにより、オプションの有効範囲はここまでです。その下に t.test 関数があります。右のレポートでは、t.test 関数のエコーが表示されているので、レポートに t.test 関数を実行した条件が表記されます。エコーの下に t.test 関数の実行結果が表示されています。　なお、グラフの大きさが適当でない場合、オプションの数値を変更して再度コンパイルします。



レポートのコンパイル
出力されたレポートの例（MS Word）
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出力されたレポート

t.test(yield ~ cv, data = df,
alternative = "two.sided", mu = 0,
paired = FALSE, var.equal = TRUE,
conf.level = 0.95)

#' ２品種の収穫量に有意差あり。95%信頼区間・
#' 
#'## 今後の計画
#' 次年度、播種時期を7月に変し・・・・・・

レポート用ファイルの一部（後部）
スクリプト

中見出し

本文

本文

エコー表示

結果の表示

本文

中見出し

本文

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　左はレポート用ファィルの最後の部分、右は出力されたレポートの該当部分です。左右、両方とも前のスライドで表示した一部をここでも表示しています。　左の t.test 関数に対応して、右のレポートでは t.test 関数のエコー表示と結果の表示があります。　左の t.test 関数 の下には、その結果と考察の本文があります。その下に中見出し「#'## 今後の計画」があり、その本文が下に記述してあります。右のレポートではこれらに対応したドキュメントが表示されています。



レポートのコンパイル
出力されたレポートの例（HTML）
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　これは、HTML 形式でレポートをコンパイルした結果です。縦２列に分割してあります。



動的レポート
（1）レポートのコンパイル

完成したスクリプトに、ドキュメントとオプションを付加
ドキュメント：ヘッダ、見出し、本文

簡易なレポートを自動作成（最終的な報告書には適さない）
個人的なメモ、解析結果を一時保存
解析の途中経過を上司や同僚とディスカッションする資料
数値の変更、解析条件の一部変更に対応して

簡便かつ迅速にレポートを作り直せる

（2）R Markdown を使う動的レポート
報告書として体裁を整えたレポートを自動作成
R マークダウン（文書を記述する言語）を利用
（詳細は省略）

レポートのコンパイル
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　このように、「レポートのコンパイル」で、解析結果にメモを付けた簡易なレポートを自動作成できます。簡易なレポートですから、最終的な報告書には適さないかもしれません。様式にはあまりこだわらないという前提で、個人的なメモとして保存しておくのに利用できます。また、解析の途中経過を上司や同僚とディスカッションする際の資料にも適しています。　仮に、データの一部を修正する場合や統計処理の設定の一部を変更する場合、レポート用ファイルの一部を修正するだけで、直ちに作り直すことができます。　一方、報告書として体裁を整えたレポートを自動生成したい場合、R マークダウンという文法による動的レポートを作成することができます。詳細は、省略します。



プロジェクトによるファイル管理
プロジェクト「crop2cv」に保存されたファィル

プロジェクトのフォルダに保存されたファイル群
crop2cv.Rproj ：プロジェクトを管理するファイル
.Rhistory ：作業履歴
.RData ：作業スペース（通常は作らない）
MyTTest.R ：スクリプト・ファイル
data.xlsx ：データ（Excelファイル）
crop2cv.pdf ：グラフ（PDFファイル）
crop2cv.jpeg ：グラフ（画像ファイル）
crop2cv-report.docx：レポートファイル（Word ファイル）
crop2cv-report.R ：レポート用ファイル

解析の再現可能性を保証するために、
プロジェクトの終了後、そのフォルダの内容を維持
プロジェクトの大きさや範囲を適切に設定することが重要
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　プロジェクト「corp2cv」 の [Files] タブを開いて、中の内容を見てください（操作）。　これまでの作業で、プロジェクトのフォルダに、様々なファイルが保存されました。　crop2cv.Rjprj は プロジェクトを管理するファイルです。.Rhistory　は作業履歴を記録したファイル、.RData は必要に応じて保存した作業スペースのファイル、MyTTest.R は R スクリプトのファイル、data.xlsx はデータの Excel ファィル、crop2cv.pdf と crop2cv.jpeg　はグラフ、crop2cv-report.docx は自動作成した簡易レポート、crop2cv-report.R はレポート用ファイルです。　これは、非常に簡単な事例でした。より複雑で規模の大きなデータ解析では、さらに多くのファイルが発生するでしょう。これらをまとめて管理するのが、RStudio のプロジェクトです。　解析の再現可能性を保証するために、プロジェクトを完了した後、プロジェクトのフォルダの内容を維持しておく必要があります。　また、同じ解析対象だからといって、様々な解析内容を１つのプロジェクトで管理すると、やはり再現可能性に問題が生じます。解析手法に応じて複数のプロジェクトに分けるなど、プロジェクトの大きさや範囲を適切に設定することが重要です。



11 統計解析の学習

R と RStudio を使った統計解析の学習
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プレゼンターのノート
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　ここまでの内容は、R と RStudio に関する操作の基礎知識でした。今後、これを基にして、統計解析の学習を進められます。



R と RStudio を使った統計解析の学習
統計解析のテキストで、R の使い方を学ぶ

芳賀敏郎著 医薬品開発のための統計解析（サイエンティスト社）
第１部 基礎 改訂版、p.275
第２部 実験計画法 改訂版、p.294
第３部 非線形モデル改訂版、p.288 （この３冊をグリーン本と略称する）

Excelの計算機能を駆使して、統計解析の計算過程を理解できる（Excelファイル提供）
Excelのシミュレーション機能を利用して、統計解析を理解できる（Excelファイル提供）
JMP（SAS 社の統計ソフト）で解析し、Excelの結果と見比べて出力の意味を理解できる
医薬品開発に限定されず、幅広い分野に応用できる

サイト（mkkmkk.com）からのファイル提供
グリーン本の内容に沿った Rスクリプトとその解説（PDF）を提供
グリーン本を基に、 R の出力を、 Excelの出力、JMPの出力を見比べて、統計解析を学習
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　ここに示した３冊のテキストと、mkkmkk.comのサイトで提供しているファイルを使って、R と RStudio を使った統計解析の学習を進められます。なお、このテキストを「グリーン本」と略称します。　グリーン本は、Excel の計算機能、シミュレーション機能を利用して統計解析を理解すように構成されています。併せて、同じデータを SAS 社の JMP という統計ソフトで解析して、両者を比較しながら出力結果の意味を理解できます。「医薬品開発」とタイトルにありますが、これに限定されず、幅広い分野に応用できます。　「mkkmkk.com」のサイトでは、このグリーン本の内容に沿った R スクリプトとその解説の PDF を提供していますから、R の出力結果を、Excel と JMP の出力結果と見比べて、統計解析の学習を進めることができます。

https://mkkmkk.com/jmp/jmp1/
https://mkkmkk.com/jmp/jmp2/
https://mkkmkk.com/jmp/jmp3/


R と RStudio を使った統計解析の学習
統計解析のテキストで、R の使い方を学ぶ

「Wilcoxon の順位和検定」の例（第１部）
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グリーン本（テキスト）

Excel ファイル

R スクリプト・ファィル

PDF ファイル（グリーン本解説） PDF ファイル（R スクリプト解説）

基本的な解説
JMP出力結果

グリーン本に掲載され
ているExcelの図表

wilcoxonの順位和検定
のサンプルデータを実行

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、第１部で取り上げられる「Wilcoxon の順位和検定」を例に示します。ノンパラメトリック検定の一種です。　グリーン本では、Wilcoxon の順位和検定の基本的な内容が解説されます。これと並行して、JMP で解析した結果が示されます。このExcel の結果と JMP の結果を比較しながら、出力結果の意味が解説されます。グリーン本に掲載されている Excel の図表が、Excel ファイルとして無料提供されていますので、実際に自分の手で Excel を操作しながら計算過程を確認できます。さらに、これらを丁寧に解析した PDF が mkkmkk.com からダウンロードできるので、グリーン本の内容をよりスムーズに理解することができます。　一方、グリーン本のサンプルデータと R のスクリプトが mkkmkk.com からダウンロードできますので、実際に R を実行してWilcoxon の順位和検定を直ちに行うことができます。この R スクリプトを解説した PDF ファイルも mkkmkk.com からダウンロードできます。



R と RStudio を使った統計解析の学習
統計解析のテキストで、R の使い方を学ぶ

「ロジスティック回帰分析」の例（第３部）
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グリーン本（テキスト）

Excel ファイル

R スクリプト・ファィル

PDF ファイル（テキスト解説） PDF ファイル（R スクリプト解説）

JMP出力結果
最尤法の手順の解説

ソルバーによる最尤法の解

glm関数による
ロジスティック回帰分析

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　第３部で取り上げられる「ロジスティック回帰分析」を例に示します。　グリーン本では、Excel のソルバーの機能を用いて、最尤法によるロジスティック回帰分析の計算過程が丁寧に解説されています。これと並行して、JMP で解析した結果が示されています。Excel の計算結果と JMP の解析結果を比較して、分析結果の出力の意味をより深く理解できます。また、グリーン本に掲載されている Excel の図表が、ファイルとして無料提供されていますので、実際に Excel を操作して、ソルバーを用いた最尤法によるロジスティック回帰分析が実行できるので、その計算過程をじっくりと確認できます。さらに、これらを丁寧に解析した PDF が mkkmkk.com からダウンロードできるので、テキストの内容をよりスムーズに理解することができます。　一方、グリーン本のサンプルデータと、glm 関数などを使ったロジスティック回帰分析のスクリプトが mkkmkk.com からダウンロードできるので、直ちに R を使ったロジスティックスティック回帰分析を実行できます。この glm 関数を中心とした R スクリプトを解説した PDF ファイルもダウンロードできます。



医薬品開発のための統計解析 第１部 基礎
統計の基礎・・・・・1.1宝くじの期待値と分散、1.2 サイコロの目の数の期待値と分散

1.3 分散の加法性・中心極限定理・正規分布、1.4 統計的推測、1.5 モデル
１組のデータの解析 2.1 データの特徴の記述、2.2 データのグラフ表示と外れ値

2.3対数変換と対数正規分布、2.4 平均に関する推測（母標準偏差 σ既知）
2.5 分散に関する推測、2.6 平均に関する推測（母標準偏差 σ未知）

２組のデータの解析 3.1 データのグラフ化、3.2 平均値の差の t 検定、3.3 分散の違いの検定
3.4 分散が異なる場合の平均値の差の比較、
3.5 対応のある場合の平均値の差の t検定、3.6 検出力と nの決め方
3.7 ノンパラメトリック検定

相関・回帰・・・・・4.1 散布図、4.2 相関係数、4.3回帰モデルとモデルの推定
4.4 誤差を考慮した推定、4.5回帰分析適用上の諸問題
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　このグリーン本は三部構成になっています。第１部の内容です。



医薬品開発のための統計解析 第２部 実験計画法
１因子実験・・・質的因子 1.1繰り返し数が等しい場合、1.2 繰り返し数が異なる場合

1.3 多重比較、1.4 ばらつきを特性値とする実験
1.5 ノンパラメトリック検定

量的因子 2.1 直線関係の場合、2.2 非直線関係の場合
2.3ダミー変数による質的因子の効果の推定

乱塊法・・・・・3.1 質的因子の乱塊法、3.2 量的因子の乱塊法、3.3 欠測値のある場合
共分散分析・・・4.1 共分散分析の目的、4.2 解析手順、4.3医薬品開発における共分散分析の例
２因子実験・・・5.1 ２因子実験の基礎、5.2 質的因子×質的因子、5.3 質的因子×量的因子

5.4 質的因子×量的因子（変形）、5.5 量的因子×量的因子
多因子実験・・・6.1 多因子実験の基礎、6.2 スクリーニング計画、6.3 応答局面計画
変量模型ほか・・7.1 １因子実験、7.2 枝分れ実験、7.3 乱塊法の拡張、7.4 経時データ、7.5 交差試験
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　グリーン本、第２部の内容です。



医薬品開発のための統計解析 第３部 非線形モデル
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

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

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

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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　グリーン本、第３部の内容です。　これらのすべての内容について、mkkmkk.com から R スクリプトのサンプルとそれを解析する PDF を入手することができます。実際に R を実行して、R の出力、Excel の出力、JMP の出力を見比べて、統計解析の理解を深めてください。
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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
　参考文献として書籍とホームページの一部を掲載します。参考にしてください。
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