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はじめにはじめにはじめにはじめに

行動計量を行うにとどまらず、統計処理や統計解析を行う際にはデータを処理する必要がある。デ

ータの処理としては、電卓により計算できるものもあるが、データが大きくなるに伴って電卓への入

力の手間もさることながらデータ入力時の入力ミスが起こる可能性も高まる。また、高度な統計処理

のためには電卓では事足りない。更に、統計処理はデータに対して統計量を計算したり解析結果を与

えるだけではなく、グラフ表示も重要である。そのため表計算ソフト(Excel や Lotus123 等)や統計パ

ッケージ(SAS, SPSS, S-Plus, S version 4等)などの統計処理とグラフ表示が出来るアプリケーション

を利用することとなるだろう。

しかしながら、表計算ソフトや統計パッケージは高価であり個人で使用するには敷居が高い。（最

近はアカデミックパックや Student プライスなどもあり以前に比べだいぶ状況は良くなってはいる

が）。統計処理を行いたいが高価なソフトの購入はできそうもない状況を打開するもの、それはフリー

ソフトの利用である。フリーソフトとは何かについては次章で解説する。このチュートリアルでは、

統計処理・統計解析に利用できるフリーソフトをはじめ、有料のアプリケーションや統計パッケージ

に対してフリーで提供されているマクロ、インターネットで利用できる統計解析システムなどを紹介

するとともに利用方法についても言及する。また、第２部では実際にフリーソフトを利用し統計処理・

統計解析を実践する。

フリーソフトの他に、有料のソフトのデモ版を利用する方法やシェアウェアという一定期間の利用

後に気に入ったら料金を払い、気に入らなかったら利用をやめるというソフトもある。最近は有料の

統計パッケージが期限限定で試用できるものが数多く提供されている。これらは一定期間試用して気

に入ったら購入するものであり、購入する前に実際にそのソフトを利用できるメリットがある。

本チュートリアルセミナーは、行動計量に限らず統計処理・統計解析をする上で、ソフトが高価で

あるために利用できない等の理由から実際の解析にソフトを利用できなかった方や、既存のソフトに

不満があり他に便利なものはないかと探している方などにいくつかの方向が示せたらと考えています。

参加者の多くが、このセミナーを期に、統計解析を身近に感じることができ、仕事や研究の効率の向

上につながれば幸いである。また、自らがフリーソフトの作者となる、もしくはフリーソフト文化に

幾分かの寄与を与える契機となればなによりである。
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1. 行動計量に利用できるフリーソフト

1.1. フリーソフトとは

フリーソフトは作者が無償で配布しているソフトウェアです。なぜ無償か？それは、完成していな

いベータ版であるために「問題点に対して文句を言われたくない」というものがないわけではないで

しょうが、研究者や教育者が「すでにあるソフトは使い勝手が悪い」とか「自分の要求している解析

を行うことができるソフトがない」という要求を満たすために作成し、利用していたが「せっかくだ

から他の人にも使ってもらおう」という趣旨で公開しているものがほとんどだろう。「フリー」とは「た

だ（無料）」というイメージでとらえられがちですが、実際には「自由（に利用できる）」が「フリー

ソフト」の意味でしょう。

一般に「フリーソフト」とひとまとめに呼ばれているものも、「著作権の扱い」、「作者が使用に当

たって付けた条件」などに違いがあります。フリーソフトの多くは利用に関する制限がありませんが、

著作権はあくまでも作者に帰属します（PDS を除く）。勝手に改変したり、販売することができないも

のがほとんどです。配布に関しては制限を設けていないものが大半ですが、再配布を禁止したり、作

者への連絡の義務があるものもあります。「フリーソフト」として扱われているものを大別すると、「フ

リーソフト」「フリーソフト（寄付歓迎）」「メールウェア」「PDS」「GPL」など立場の違いにより区別

されます。「フリーソフト（寄付歓迎）」はその名の通り「支払いの義務はないが寄付は受け付ける」

ものです。気に入ったソフトや作者の趣旨に共感したなどの場合には、寄付することをお勧めします。

将来のそのソフトの出来に影響する可能性があるのですから、気に入ったら応援しましょう。「メール

ウェア」は基本的にフリーソフトと同様ですが、作者への感謝や使用レポートを送ることを義務とし

ているものです。一般には付属のドキュメントにレポートの形式などが与えられています。「PDS」は

パブリック・ドメイン・ソフトウェアの略で、ソフトの作者がその著作権を放棄したものです。誰で

も勝手に改良したりしてかまわないという立場です。PDS は主にアメリカで発達し、大学などの公共

性が高い機関を中心に広まったものであり、日本には法律上 PDSはありません。「GPL」はゼネラル・

パブリック・ライセンスの略で、フリーソフトウェア・ファウンデーション（FSF）という団体が中

心に提唱したものです。PDSとは著作権を放棄していない点が異なります。

Netscape や Linux などが、フリーウェアであることを一つの理由として急速に広まったことな

どから、フリーソフトに対する認識も変わり始めました。また、インターネットにより情報の取得や

入手の方法が手軽になったこと、パソコンの普及による開発者の増加など、フリーソフトを取り巻く

環境は急激に向上しています。しかし、基本的にフリーソフトは「無保証」でありサポートはありま

せん。「おかしいから直せ」などと要求するのは筋違いです。バグについては、作者へのお礼とともに

連絡するのがよいでしょうし、バグのために誤った計算結果が返される可能性については心得ておく

必要があるでしょう（これは、商用のソフトウェアにもあてはまりますが）。

「フリーソフトは利用者全ての共有財産である」という考え方もあります（GPL）。お気に入りの

ソフトに関しては、単なる利用者に終わらず、自分もそのコミュニティーに参加することが好ましい

でしょう。それは自分が気に入ったソフトを、もっと多くの人に知ってもらうための「宣伝」から、

更に機能を高めるために「開発プロジェクトに参加する」などいろいろな手段があります。最近では、

多くのホームページでフリーソフトの解説ページが公開されており、概要を知りやすくなっています。

また、R というフリーソフトに対しては、ドキュメントの日本語化プロジェクトができるなど、日本

の統計分野でも活動が活発になってきています。
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1.2. 行動計量に利用できるフリーソフトの種類

ひとくちに「フリーソフト」といっても、前節で述べた分類があるだけでなく、利用できるものの

種類も重要です。統計解析・統計処理に利用できるのは「データ解析」ソフトだけにとどまらず、「グ

ラフ表示」、「数式処理」なども有効に利用できるでしょう。データの収集から編集・保存に関しては

「エディタ」も高機能なものを使うことによって作業効率が上がるでしょう。

更に、フリーで利用できるものはソフトに限らず、インターネット上で解析が行えるサイトや、有

料のソフトに対する「マクロ」や「ユーザ定義関数」、「データ」などもあります。

ここでは、それらを項目別に簡単に紹介するとともに、情報入手の方法についても紹介します。

1.2.1. データ解析ソフト・統計解析パッケージ

統計解析用のソフトとしては、基礎統計から多変量解析までの全般的なものを扱うことができるよ

うに開発しているものと、特定領域に関して専門化しているものがあります。また、操作体系はコマ

ンド中心のものと、メニューから操作するものがあり、前者は利用方法がわかりづらく初心者には扱

いづらいが新たな関数や手法が追加できるため高度な処理に耐えうる、後者は初心者には扱いやすい

がメニューなどで制限されているため拡張ができない、などどちらにも長所と短所があるのです。

JSTATJSTATJSTATJSTAT　　　　[Windows]
JSTATは佐藤真人氏が作成し公開しているWindows用の統計解析ソフトで、統計WinSTATの後

継ソフトです。Windows 版と言うことで、表計算ソフトのようなデータ入力部を持ち、メニューから

解析・処理ができるのが特徴です。なにをすればよいかわかりやすい上に、日本語というのはなによ

り安心でしょう。基本統計量の計算、度数分布表、各種検定、回帰分析、主成分分析、判別分析、ヒ

ストグラムや散布図等のグラフ作成が可能です。Version5.0 から専用のマクロも扱えるようになりま

した。

 入手 (1999.9.3日現在 ver.5.3)

ダウンロード：（ベクター）http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se030917.html

RRRR　　　　[Windows, Unix]
R は統計計算とグラフィックスのためのフリーソフト(GNU-style copyleft)です。R は商用ソフト

の S（AT&T ベル研究所の Richard A. Becker, John M. Chambers, and Allan R. Wilks により作られ

た統計解析やグラフィックスのための言語であり、製品としては S version 4 や S-Plusがある）に操

JSTAT（左）と主成分分析後の画面（右）
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作環境などが良く似ており、Sを使っている場合には関数の利用法がほぼ同じことから取っつきやすく、

S で定義した関数などは R でもほとんど変更なしに動作します。S の現在のバージョンほどは新たな

手法やグラフ表示法は取り入れられていないが、通常の解析ならば不都合は感じないでしょう。CRAN

（The Comprehensive R Archive Network）には Rに対する追加パッケージも沢山あり、新たな手法

は、これらのパッケージを追加することにより解決する場合があります。

R は S のクローンのフリーウェアと捉えられがちですが、全くのクローンではなく(もちろん完全

なクローンを目指しているわけでもありません)、内部的な構成などは S とは全く違います。詳細は R

FAQの 3.3 What Are the Differences between R and S? に記載されています。

R の利用方法は Notes on R というドキュメントにまとめられていますが、山本和彦氏や東工大の

間瀬氏が中心となり翻訳プロジェクト（ホームページでの呼びかけで集まった有志による）が組まれ、

日本語版が利用できる。FAQ やヘルプなどの日本語化、R そのものの日本語化の話もメーリングリス

トにおいて議論されているなど将来が期待されます。

 情報

R のホームページ：http://stat.auckland.ac.nz/r/r.html

CRAN：http://www.ci.tuwien.ac.at/R/

日本語による紹介：http://isw.main.eng.hokudai.ac.jp/~yama/R/

R に関するページ（山本和彦氏）：http://www.gin.or.jp/users/tettiri/R/rindex.htm

 参考文献

Notes on R（CRANの http://www.ci.tuwien.ac.at/R/#docから入手できる。CD-ROMにも収録）

Rノート(Notes on Rの邦訳) http://www.gin.or.jp/users/tettiri/R/rh3.htm  CD-ROMにも収録

その他「使いながら学ぶ S言語」や「Sによるデータ解析」などの Sの参考書

 入手（現在の最新版は 0.64.2(Jul, 2.1999)）

CRAN：http://www.ci.tuwien.ac.at/R/

ftp://blueberry.kubism.ku.dk/pub/R-devel/で最新版のソースが入手できる

日本のミラーサイト：ftp://ftp.u-aizu.ac.jp/pub/lang/R/

Lisp-Lisp-Lisp-Lisp-StatStatStatStat　　　　[Windows, Mac, Unix]
Lisp-Stat は Lisp 言語で完全な統計解析環境を開発することを試みたパッケージである。Lisp-

Stat は基本的な統計関数を備え、線形・非線形回帰モデルやグラフィカルプログラミングをサポート

したオブジェクト指向プログラミングシステムとなっている。現在は、XLISPという Lispシステムの

Rの起動時のウィンドウ（左）と CRANのホームページ（右）
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上で稼働する XLisp-Stat が Unix (X Window), Mac, Windows (16bit, 32bit) などの OSにおいて利

用可能である。University of Minnesota, School of Statisticsを一次配布元として多くのミラーサイト

からダウンロード可能である。多変量解析については取り込まれていないが、UCLA Xlisp-Stat Archive

には xlispstatで利用できる多くの関数や解析法がある。

 情報

ホームページ：http://www.stat.umn.edu/~luke/xls/xlsinfo/xlsinfo.html

日本語による紹介のページ：http://isw.main.eng.hokudai.ac.jp/~yama/lispstat/

UCLA Xlisp-Stat Archive：http://www.stat.ucla.edu/code/

 参考文献

TIERNEY, L. (1990), LISP-STAT: An Object-Oriented Environment for Statistical

Computing and Dynamic Graphics, Wiley. ISBN: 0-471-50916-7.

Luke Tierney著, 垂水 他訳(1996), LISP-STAT,共立出版, ISBN4-320-02805-8

竹村彰通 著, 「統計」, 共立出版, ISBN4-320-01566-5

 LISP-STATの入手 (1999.8.24日現在 ver.3.52.12, Mac版は ver.3.52.10)

ダウンロードサイト：ftp://ftp.stat.umn.edu/pub/xlispstat/pub/xlispstat/

ミラーサイト：StatLib http://www.stat.cmu.edu/ ,http://www.stat.ucla.edu/

SAMMIFSAMMIFSAMMIFSAMMIF　　　　[Windows]
岡山大学の田中豊先生を中心に開発が行われている、多変量解析の感度分析を行うためのソフトウ

ェア。現在因子分析（確認的因子分析、探索的因子分析）、正準相関分析、主成分分析が利用できる。

解析の流れがわかりづらい感度分析を行うにあたって、フローチャートを導入し、現在の解析の位置

を把握しやすくするとともに、フロー自体を選択することにより解析を行いやすくするなどの工夫が

見られる。感度分析を行う前段階の解析は通常の多変量解析であるので、多変量解析ソフトとしても

利用できる。ホームページに解析例も用意されている。

 SAMMIFの情報

ホームページ：http://www.f7.ems.okayama-u.ac.jp/sammif/indexj.html

 SAMMIFの入手 (1998.3.6日現在 ver.0.81, ver1.0公開間近)

Lisp-Statによる回帰分析
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ダウンロードサイト：http://www.f7.ems.okayama-u.ac.jp/sammif/download/downj.html

ミラーサイト：http://www.soci.ous.ac.jp/~mori/sammif/download/downj.html

  http://www.kusa.ac.jp/~wat/sammif/download/downj.html

MxMxMxMx　　　　[Windows, Unix]
Mx は、行列代数のインタープリタと数値の最適化の組み合わせであり、Michael Neale が開発し

た。商用の LISREL, LISCOMP, EQS,CALISなどと同様に構造方程式モデルをはじめとする統計モデ

ルを実行できる。LISREL を参考にしているようで、そのマニュアル（ホームページから入手可能：

付録 CD-ROM に収録）はかなり親切に書かれている。オンライン上でインタラクティブに使うことも

できる。

 情報

ホームページ：http://views.vcu.edu/mx/

オンライン利用：http://views.vcu.edu/mx/cgi-bin/mxi.cgi

 参考文献

豊田秀樹(1998),共分散構造分析[入門編],朝倉書店

狩野　裕(1997), AMOS, EQL, LISRELによるグラフィカル多変量解析, 現代数学社

SAMMIFのホームページ（左）と解析例（右）

Mxのホームページ（左）と解析例（右）
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 入手 (1998.4.15日現在 ver.1.47)

ダウンロードサイト：http://views.vcu.edu/mx/executables.html

ViStaViStaViStaViSta　　　　[Windows, Mac, Unix]
ViSta は統計を学ぶ学生や教師のために作られたものである。また、大学院生レベルの多次元尺度

法や計算機統計、グラフ統計のために利用することを想定して開発されている。GUI を追求したシス

テムでその操作性は既存のものとは一線を画する。グラフ手法は圧巻である。

また、スペイン語、フランス語版がある。

 情報

ホームページ：http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html

  http://www.visualstats.org/

 入手 (1999.3.6日現在 ver.5.6.3)

ダウンロードサイト：http://forrest.psych.unc.edu/research/index.html

MacAnovaMacAnovaMacAnovaMacAnova　　　　[Windows, Mac, Unix]
ミネソタ大学の G. W. Oehlert らが Mac で分散分析を行うために開発したソフト。いつの間にか

解析可能な手法が増え、多変量解析ソフトとなっている。ANOVA は当然のことながら、時系列解析

や因子分析、実験計画なども可能になっている。しかしながら、若干操作体系は面倒である。（8/31 現

在のバージョンは ver.4.10）

マニュアルの PDF版はかなり詳細なものが公開されている。

ホームページ：http://www.stat.umn.edu/~gary/macanova/macanova.home.html

LEMLEMLEMLEM　　　　[Windows]
潜在クラス分析のためのソフトウェア。潜在クラス分析については立教大学 山口氏の統計学会

(1998)の 講演 http://ir.sr.rikkyo.ac.jp/~yamaguchi/stat98/index.htm が 詳し い 。 Latent Class

Analysis ：http://member.aol.com/KMarkus/lca.html では他の潜在クラス分析ソフトとともに紹介さ

れている。

ホームページ：http://cwis.kub.nl/~fsw_1/mto/mto3.htm

PSPPPSPPPSPPPSPP　　　　[Unix]
PSPP は標本データの統計解析プログラムであり、SPSS の FSF(Free Software Fundation)が提

ViStaの解析例（左）とあるモデルの結果のグラフ表示（右）
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供しているクローンである。初期のものは Fiasco として知られている。行動計量で扱うアンケート処

理には威力を発揮するだろうが、現在の SPSSが GUI化されていることを考えると、出力としてHTML

や PostScript を準備しているとはいえ、コマンド中心の環境を使いこなすのは、慣れるまで大変だろ

う。

ホームページ：http://gnu.internexus.net/software/fiasco/fiasco.html
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1.2.2. グラフ表示

gnuplotgnuplotgnuplotgnuplot　　　　[Windows, Mac, Unix]
gnuplot は Thomas Williams 氏をはじめとする多くの人々により開発された、対話型のグラフ作

成ツールである。EPS 形式をはじめとする非常に多くの出力をサポートしており、非常に多くのオプ

ションを持つため、ほとんどの要求を満たしてくれることでしょう。

現在、version3.7であり、更に千葉大学の山賀氏が gnuplotの日本語化と機能を追加したパッチを

公開しています。この機能追加したものは gnuplot+と呼ばれます。ラベル等に日本語が使えるのみな

らず、メニューも日本語表示可能です。また、LaTeX 形式の記述でラベルに数式などが記入できるな

どの機能拡張がなされている（plus.pdfを参照のこと）。

付録の CD-ROMには gnuplot+を収録した。また、デモも収録しているので、そのデモを「ファイ

ル」メニューから「デモ」で all.demo を選ぶことにより実行すると、どのようなグラフがかけるのか

ざっと眺めることができる。しかし、このデモは version3.5 の当時のものであり、最新の機能を活か

日本語化された gnuplot+（左）と関数グラフ（右）
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したものはないし、gnuplot+の機能も使われていない（最新の機能などは、CD-ROM に version3.7

のマニュアルとクイックリファレンスを収録しているので、こちらを参照のこと）。ここにデモのうち

いくつかを表示した。

ホームページ：http://www.cs.dartmouth.edu/gnuplot_info.html

gnuplot 3.7 page：http://www.geocities.com/SiliconValley/Foothills/6647/

gnuplot 3.7 official site：ftp://ftp.gnuplot.vt.edu/pub/gnuplot

Macintosh gnuplot：http://users.ece.gatech.edu/~schooley/gnuplot.html

Gnuplot Links：http://www.luc.ac.be/~copelli/English/gnuplot.html

日本語化パッチのページ：http://www.ipc.chiba-u.ac.jp/~yamaga/gnuplot+/index-j.html

LEAFLEAFLEAFLEAF　　　　[Windows]
LEAF は広島大学の佐藤健一氏が作成し公開しているデータの視覚化を目的に作られたグラフソフ

トです。データの視覚化をサクサクしたいと思い開発したそうです。描けるグラフとしては今のとこ

ろ、散布図、ボックスプロット、ヒストグラム、散布図行列、直線に限られています。扱えるデータ

のファイル形式は EXCELで扱えるテキストファイル形式: カンマ区切り(*.CSV)、空白区切り(*.PRN)、

タブ区切り(*.TXT)です。

対話的ではないのですが、メニューを使ってのグラフ描画ではなく、グラフ記述ファイルを作成す

るため、慣れてくると非常に効率よく作図できます。

ホームページ：http://apollo.rbm.hiroshima-u.ac.jp/Satoh/

1.2.3. 数式処理

数式処理ソフトもプログラムの必要な処理がある場合などに有効に活用できます。数式処理のフリ

ーウェアは UNIX 用のものが多く使いこなすのもやや難解な点もありますが、大規模計算を伴う場合

などには実力を発揮するでしょう。

「UNIX と 数学的ソフトウエア」http://rusa.ie.musashi-tech.ac.jp/Math/に多くの解説とリンク

があります。

LEAFのグラフ表示
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RlabRlabRlabRlab　　　　[Windows, Mac, Unix]
Matlabのイミテーションのフリーソフトであるが、互換性があまり高くないので使い方が難しい。

統計の場合には、Rや Lisp-Statである程度の行列代数が処理できるので、本格的に数式処理をしたい

という場合以外は用途がないかもしれない。

ホームページ：http://www.eskimo.com/~Eians/rlab.html

1.2.4. Webアプリケーション

Web で統計解析が行えるサイトも増えてきています。最近では、新たな手法などは、Web で解析

できるようにしているものが多い。昨年の行動計量学会のチュートリアルセミナーで扱われましたの

で、多くの情報を有しているページを紹介するにとどめます

香川大学　堀氏のページ：http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/stat.html#shori

かどさわ氏のページ：http://infofarm.affrc.go.jp/~kadosawa/statonline.htm

大阪大学　菅野氏のページ： http://socio.hus.osaka-u.ac.jp/sugano/4online.htm

には解説とともにリンクが与えられています。

WebDecompWebDecompWebDecompWebDecomp

状態空間モデルを使った季節調整法の Decomp の Web 版。非常に完成度が高い。統計数理研究所

の佐藤 整尚氏を中心に制作されている。

http://www.ism.ac.jp/~sato/index_J.html

群馬大学青木氏によるデータ処理サービス群馬大学青木氏によるデータ処理サービス群馬大学青木氏によるデータ処理サービス群馬大学青木氏によるデータ処理サービス

http://www.si.gunma-u.ac.jp/~aoki/Mokuji/index2.html

1.2.5. フリーのマクロ

商用のパッケージに対しても、新たな関数を作成したものを公開しているところは多い。その多く

は、研究者が成果を相互利用するために公開しているものである。新たな手法に対して Fortran サブ

ルーチンを公開していたものに相当するのだろうが、一部のマクロに関しては、新たなバージョンに

取り込まれるなどの流れるある。大学や研究機関で利用しているパッケージがあったら、このような

サイトを覗いてみるのも、作業の効率アップにつながることでしょう。

SASSASSASSAS

Software Archive (gopher://jse.stat.ncsu.edu/11/software/sas)

SAS Publications,news,SUGI,webfile (ftp://ftp.sas.com/pub/)

FPOWER.SAS （ftp://hotspur.psych.yorku.ca/pub/sas/macros/fpower.sas）

POWERLIB.SAS （ftp://ftp.uga.edu/pub/sas/contrib/cntb0014）

UnifyPow.sas（ftp://ftp.bio.ri.ccf.org/UnifyPow.all）

York Univ SAS (ftp://hotspur.psych.yorku.ca/pub/sas/)

SPSSSPSSSPSSSPSS

光華女子短期大学 SPSSデータライブラリ:(http://www.koka.ac.jp/spsslib.html)

 SPSS macros presented by K.Hori (http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/spss/spss.html)

The Congruence Coefficients in the Factorial Analysis: SPSS Macro.

(http://www3.uniovi.es/~Psi/Dpto_Psicologia/metodos/hardcopy/97_3.html)

SSSS

Department of Statistics - Stanford University

(http://www-stat.stanford.edu/software/software.html)
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ExcelExcelExcelExcel

http://www.ceser.hyogo-u.ac.jp/master/shino/sta/default.htm

DLLDLLDLLDLL（ExcelをはじめWindows全般）

DLLSA（統計解析のための DLL）：http://math.sci.kagoshima-u.ac.jp/dllsa/

1.2.6. その他

エディタエディタエディタエディタ

データを作成するときには、一気に多くのデータを入力することからエディタを使うこともしばし

ばあります。また、他人から渡されたデータはテキスト形式であることが多く、その確認や簡単な変

換をするのにもエディタは活躍します。多くのエディタがフリーで提供されていますし、学術利用の

場合には無料という高性能なシェアウェア(Qx)もあります。Unix で一般的な Mule の Windows 版で

ある Meadow を利用する方法もあります。これらの高性能エディタの特徴は、正規表現を利用した置

換が行えることや漢字コードの変換が行えること、また、ユーザによるカスタマイズ可能であり、自

分にあった操作体系に変更可能な点でしょう。

表計算もの表計算もの表計算もの表計算もの

データの編集のために表計算ソフトを利用することも多いかとおもいます。データの編集のために

はやはりエディタでは物足りないことも多いでしょう。WindowsやMacでは表計算のフリーソフトは

ありませんが、UNIXの場合には sc, xspreadなど結構あります。Linuxの標準になりつつあるデスク

トップ GNOMEなどには Officeツールの一つとして付属するようになってきました。

De for WindowsDe for WindowsDe for WindowsDe for Windows　　　　[Windows]
De for Win32 は「統計解析ハンドブック for Windows 多変量解析」「統計解析ハンドブック for

Windows 基礎統計」のためのデータ入力・編集用に作成されたフリーのデータ編集アプリケーション

です。SAMMIFのデータ編集ソフトでもあります。

表計算ソフトがなくても、データを編集し CSV 形式で保存し統計パッケージで利用するなどのた

めに利用できます。基礎統計量の計算、変数変換、いくつかのグラフの作成などが可能です。

ホームページ：http://isw.main.eng.hokudai.ac.jp/~yama/dewin/

De for Win32のホームページ（左）と De for Win32（右）
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1.2.7. 開発環境（言語）

ソフトを利用するのではなく、プログラミングにより処理するのもやはり有効な手段です。しかし

ながら、UNIX と違い Windows には Fortran, C などが自由に使える環境はない。そこで、Windows

でも使えるスクリプト言語である Perl や Ruby などの文字列処理の得意な言語を導入し、データの集

計などに使う手もありますが、もう少し開発環境が欲しい場合には、Windows 環境で UNIX のツール

が使える環境（Win32unix(Cygnus)：http://sourceware.cygnus.com/cygwin/）などを導入することに

より、Windows環境でもフリーで Cや Fortranなどのプログラミングもできます。

更に、Linux や FreeBSDなどの PC UNIX を導入すれば、プログラミング言語が自由に使えるだ

けでなく、UNIX にしかないフリーソフトを利用することも可能ですので、更に利用できるソフトの

幅は広がります。自分の要求に合わせて取り組むと良いでしょう。

1.3. フリーソフトに関する情報の入手

これまでざっと、主に Windows で利用できる「行動計量に利用できるフリーソフト」を紹介しま

したが、当然ここに挙げたものが全てではありません。利用目的や利用環境の違いによりもっと他の

情報が必要になることもあるでしょう。以下に、今回紹介するに当たって参考にしたインターネット

サイトを紹介しておきますので、自分の要求を満たすものを見つけるための手がかりとして参考にし

てください。

 統計フリーソフトの情報が得られるサイト

山本義郎：http://isw.main.eng.hokudai.ac.jp/~yama/stat/

日本計算機統計学会：http://www.jscs.or.jp/etc/software.html

香川大学 堀氏：http://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~hori/stat.html

秋田労災病院 八木澤氏：http://www.oodate.or.jp/user/yagisawa/link/fs_res.htm

STATLIB：http://lib.stat.cmu.edu/

WWW Virtual Lib. ：http://www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html

SAL（Scientific Applications on Linux）：http://sal.linet.gr.jp/A/3/index.shtml

 ダウンロードサイト

Vector：http://www.vector.co.jp/

窓の杜：http://www.forest.impress.co.jp

 検索エンジン

Yahoo：http://www.yahoo.co.jp/

Yahoo(USA)：http://www.yahoo.com/

AltaVista：http://altavista.dec-j.co.jp/

AltaVista (USA)：http://www.altavista.digital.com/

goo：http://www.yahoo.co.jp/

eXcite ：http://www.excite.co.jp/

eXcite(USA)：http://www.excite.com/



2. 体験：フリーソフト

先ほど紹介したフリーソフトの中から、３つ（Lisp-Stat, Mx, R）を実際に使ってみる。

2.1. Lisp-Stat

起動と終了起動と終了起動と終了起動と終了

起動後の Lisp-Stat システムでは、> (プロンプト)が命令を待っている。ここに、式を入力すれば、

その式を評価した結果が返る。また、単に数値を入力すると、その数値を表示する。そして、次のコ

マンドを待つプロンプトを表示する。終了は 命令(exit)で行なわれる。

> 3
3
> (exit)
%

プロンプトに与える命令は、(関数 引数) の形で、カッコの中に与えられた先頭の文字を命令とし

て解釈し、実行します。数値演算は、演算子(+,-,*,/,^) に対して引数としてオペランドである数値

を与える。例えば、1+2 は、

> (+ 1 2)
3

のように、実行する。Lisp は、演算子をオペランドより前に置く前期記法をとる。この記法の利点は、

オペランドが何個あってもいいというところで、

> (+ 1 2 3)
6

のように使用される。

電卓としての利用電卓としての利用電卓としての利用電卓としての利用

Lisp-Stat には三角関数(cos, sin, tan)や、平方根(sqrt)、自然対数(log)などの算術関数も用意さ

れている。また、π(pi)や e(e)などの定数も用意されている。Lisp-Stat においては、大文字小文字の

区別はない。

演習１ 次の計算をせよ。

1+2+3-4, (2+3)*6, log2, cos(π/2)

演習２ 20歳の男子 10人の身長、体重がそれぞれ

       身長 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170

       体重 60 66 66 57 68 55 58 62 63 61

であった。身長、体重の平均を求めよ。

統計関数の利用統計関数の利用統計関数の利用統計関数の利用

10 人の身長などのデータに関して統計量を計算する場合に、Lisp-Stat では list 関数を使って数

値をリストとして扱う。Lisp-Stat には、リストに関する統計量を計算する多くの統計計算関数が用意

されている。例えば、演習２の身長の平均を計算するには、



14

> (mean (list 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170))
171.4

のように、データのリストに平均を計算する関数 mean を作用させる。このように、データリストに

対する計算を行なう場合に、データをいつも書くのは大変であるので、リストに対して名前を与えて、

その名前に対して計算を行なう。

データの定義データの定義データの定義データの定義

利用するデータをたびたび入力する手間を省くために関数 def を利用し、定義した名前に対して関数

を適用する。

> (def height (list 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170))
HEIGHT
> (def weight (list 60 66 66 57 68 55 58 62 63 61))
WEIGHT
> (mean height)
171.4
> (standard-deviation height)
7.275529763071094

リストに作用させる関数としては、median(メディアン)、max(最大値)、min(最小値) 、sum(合計)な

どがある。リストに対して算術関数を与えると、全要素に対してその関数を作用させる。したがって、

リストに log を作用させると、リストに対して対数変換を行なったリストが返される。リストに対す

る演算は、リストにスカラーの演算を行なうと、それぞれの要素に対して、演算を行ない、リストに

リストの演算を行なうと、同じインデックスに関する演算が行なわれる。例えば、リストに２を掛け

るとリストの全ての要素が２倍のリストを返し、リストとリストを足すと、ベクトルの和の計算を行

なう。

演習３ x, y がそれぞれ

      x  1 -2  6 -4  7  1  8  4

      y  2  5  3 -2  6  0  6  6

であるとき、次の計算をせよ

   1. 2 x

   2. xの２乗和

   3. x.y (内積)

演習４ 演習２のデータについて、データを定義し統計関数を利用して

   1.身長、体重の平均及び分散を計算せよ

   2.体重データを対数変換せよ

作業の記録や変数の保存作業の記録や変数の保存作業の記録や変数の保存作業の記録や変数の保存

Lisp-Stat では、自分で定義した変数や作業した結果などは Lisp-Stat を終了することによって、

全てクリアされる。毎回毎回データを定義するのは時間の無駄である。データを保存したり、保存さ

れているデータをロードする関数が用意されている。

また、解析した結果をレポートにまとめるなどの際に、いつもいつも結果をエディタにコピーする

のは面倒である。Lisp-Stat では指定した部分の作業をテキストファイルとして記録する関数が用意さ
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れている。

定義した変数の保存は、savevar 関数により行なわれる。変数の名前の前に'(シングルクォーテー

ション)を付け、保存するファイル名を指定して実行する。(ファイル名に.lsp と拡張子がついたファイ

ルが作成される) 複数の変数を一つのファイルに保存する場合は、変数名のリストを与える。

> (savevar 'height "data1")  or
> (savevar (list 'height 'weight) "data2")

(list 'height 'weight) は、簡略形で '(height weight) としてもよい。ファイル名と

して data1 を指定した場合には、カレントディレクトリに data1.lsp というファイルができるが、こ

の .lsp はシステムが自動的に付加するので、指定してはいけない。

再び、Lisp-Stat を起動したときに今回保存したデータをロードするのは、load 関数を使用する。

> (load "data2")

データに関しては Data サブディレクトリ(Windows では c:¥xlispstat¥Data ディレクトリ)に置い

ておくと、load-data 関数を使って呼び出しやすい。data2.lsp をそこに移動しておくと、load 関数を

使った場合は

 > (load "Data¥data2")

とするのだが、load-data関数により

    > (load-data "data2")

としてもデータが読み込める。現在定義されている変数を確認するには、(variables) で行なう。

variables 関数を使うことで、今回定義した全てのデータが(ロードしたものも含む)保存できる。

> (savevar (variables) 'sample2)

関数 dribble に対して記録するファイル名を引数として実行すると、記録が開始され、引数なし

で dribble を実行するまでの内容を記録する。

> (dribble "logtoday.txt")
T       ;ファイル名の指定がおかしい場合 NIL が返される。
> (mean height)
171.4000000000000256
> (dribble)

この場合、下の内容のファイルができる。

図に関しては保存されないので別途保存する必要がある。また、savevar や dribble で引数として指

定したファイルが既にある場合には、既存のファイルは上書きされるので、注意が必要である。

> (savevar '(height weight x y) "data1")
 (HEIGHT WEIGHT X Y)

Lisp-Stat には沢山の関数があるが、それら全て、その使用方法を覚えておくことは不可能だろう。

そこで、関数の使用方法などについては、ヘルプを参照する。

T
> (mean height)
171.4000000000000256

logtoday.txt
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> (help 'median)
MEDIAN                                                          [function-doc]
Args: (x)
Returns the median of the elements of X.

ヘルプの参照は、help 関数に ヘルプを求めたい関数の名前の前に'(シングルクォーテーション)

をつけて実行する。結果として、その関数に関する、引数の個数と内容の説明の記述が得られる。関

数名がうろ覚えの場合には、help* 関数に部分的な名前を作用することにより、その文字列を含む全

ての関数名のヘルプが返される。

> (help* 'norm)

この結果は、norm を含む沢山の関数名のヘルプが返される。シンプルに、ある文字列を含む関数

名を返す関数 apropos がある。これにより、関数を探し、help 関数でそのヘルプをみるのがいいだ

ろう。

> (apropos 'norm)
NORMALREG-MODEL
NORM
BIVNORM-CDF
NORMAL-QUANT
NORMAL-RAND
NORMAL
NORMAL-CDF
NORMAL-DENS

関数の定義関数の定義関数の定義関数の定義

すでに変数の分散を計算したが、分散の計算などは毎回式を記述するのではなく、関数として定義し

て利用する方が便利である。関数の定義は、defun 関数を使い

(defun funcname (パラメータ)
       関数の本体 )     ;見やすさのために改行している

のように定義する。

>(/ (^ (- height (mean height)) 2) (length height))

のように、変数 height の分散は計算されたので、分散を計算する関数 var は

> (defun var (x)
   (/ (sum (^ (- x (mean x)) 2)) (length x)))
VAR
> (var height)
47.64000000000001
> (var weight)
16.240000000000002

として定義して利用できる。ついでに不偏分散を計算する関数を定義すると

> (defun uvar (x)
   (/ (sum (^ (- x (mean x)) 2)) (- (length x) 1)))
UVAR
> (uvar height)
52.933333333333344

また、ユーザ定義関数を新たな関数を定義するのに利用できる。標準偏差を計算する関数は以下の

ように定義できる。



17

> (defun std (x)
   (sqrt (var x)))
STD

ここで、Lisp-Statが準備している標準偏差を計算する関数 standard-deviation を使ってみると、

> (std height)
6.902173570694959
> (standard-deviation height)
7.275529763071094

今、定義したものと値が異なっている。これは、Lisp-Stat は不偏標準偏差を出力しているからで

あり、

> (defun ustd (x)
     (sqrt (uvar x)))
USTD
> (ustd height)
7.275529763071095

とすることにより、確認できた。

条件をつけて、評価したい場合には、cond を利用する。

> (defun my-abs (x)
(cond ( (> x 0) x)
      ( (= x 0) 0)
          ( (< x 0) (- x))))
MY-ABS

グラフの作図グラフの作図グラフの作図グラフの作図

Lisp-Stat には、統計グラフを作図するための関数が幾つか用意されている。データのヒストグラ

ムを表示する関数 histogram や 箱ひげ図をプロットする boxplot などである。

> (histogram height)
> (boxplot height)

boxplot に変数のリストを与えると、平行箱ひげ図がプロットされる。

> (boxplot (list height weight))

２次元プロットとしては、散布図を描く plot-points、折れ線を描く plot-lines、関数をプロッ

トする plot-functionなどがある。

> (plot-points height weight)

これは、身長と体重の散布図を描く。

あるデータについて時間軸にそってプロットしたい場合もあるだろう。例えば、ミネアポリスの３

０年間の降水量のデータ

    0.77 1.74 0.81 1.20 1.92 1.20 0.47 1.43 3.37 2.20
    3.00 3.09 1.51 2.10 0.52 1.62 1.31 0.32 0.59 0.81
    2.81 1.87 1.18 1.35 4.75 2.48 0.96 1.89 0.90 2.05

に関して解析を行ないたい。まず、データを定義し

> (def precipitation (list .77 1.74 .81 1.20 1.92 1.20 0.47 1.43 3.37
             2.20 3.00 3.09 1.51 2.10 .52 1.62 1.31 .32 .59 .81 2.81 1.87 1.18
             1.35 4.75 2.48 .96 1.89 .90 2.05))
PRECIPITATION
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この、インデックスプロットを描こう。

> (plot-points (iseq 1 30) precipitation)

ここで、(iseq start end)は、二つの整数間の整数のリストを生成する。また、(iseq   num)は、

0から num個のリストを生成し、(iseq start end num)は、二つの数値を num等分したリストを

生成する。折れ線として描く場合には plot-lines 関数を用いる。

> (plot-lines (iseq 1 30) precipitation)

plot-lines 関数は関数のグラフを描くためにも利用できる。rseq 関数を利用して、sinx の関数は次の

ようにしてプロットすることができる。

> (plot-line (rseq (- pi) pi 50) (sin (rseq (- pi) pi 50)))

定義域と、定義域に関数を作用させたものの折れ線を描いている。これは、

> (def x (rseq (- pi) pi 50))
> (plot-lines x (sin x))

のように、シンプルに記述することができる。また、１変数関数のある区間に対するプロットは、

plot-function 関数を使って描くことができる。さきほどのプロットは、つぎの命令によっても得

られる。

> (plot-function (function sin) (- pi) pi)

多変量データの解析多変量データの解析多変量データの解析多変量データの解析

Lisp-Statには多変量データ解析のための十分な関数は用意されていないが、xlispstat archivesで

多くの多変量解析のための関数が入手できる。また、対話的な統計グラフが利用できるので、データ

の大まかな側面を眺めるのに利用できるだろう。ここでは、多次元グラフィックスと、Lisp-Stat に唯

一しっかりとまとめられている多変量解析である回帰モデルのあてはめを紹介する。

多次元グラフィックス多次元グラフィックス多次元グラフィックス多次元グラフィックス

３変量間の関係を調べるためのグラフを描画する関数として、spin-plot(スピンプロット)、

scatterplot-matrix(散布図行列)などがある。

> (def hardness (list 45 55 61 66 71 71 81 86 53 60 64
            68 79 81 56 68 75 83 88 59 71 80 82 89 51 59 65 74 81 86)
> (def tensile-strength (list 162 233 232 231 231 237 224 219 203
            189 210 210 196 180 200 173 188 161 119 161 151 165 151 128
            161 146 148 144 134 127)
> (def abrasion-loss (list 372 206 175 154 136 112 55 45 221 166
         164 113 82 32 228 196 128 97 64 249 219 186 155 114 341 340
         284 267 215 148)
> (spin-plot (list hardness tensile-strength abrasion-loss))

スピンプロットはグラフの下のボタンをクリックすることにより、回転させることができる。図を回

転させることで、これらの点がある平面の近くに落ちていることが読み取れる。従って、線形モデル

が当てはまるであろうことが予想できる。また、プロット専用のメニューにより様々なことができる。

また、別のアプローチとして、２変数のペア毎の散布図をまとめた、散布図行列が scatterplot-

matrix により作図できる。

> (scatterplot-matrix (list hardness tensile-strength abrasion-loss))

また、ラベルをいれる場合には
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> (scatterplot-matrix
     (list hardness tensile-strength abrasion-loss)
     :variable-labels
    (list "hardness" "tensile-strength" "abrasion-loss"))

散布図行列では、ブラシや領域選択を利用して一部分をハイライトしてみる見方ができる。また、

選択した点に対して、メニューからラベル表示（Show Labels）、色の変更（Selection Color）、選択し

た点だけを表示（Focus Selection）、削除（Remove Selection）などが可能である。また、関連するグ

ラフに関してリンク（Link View）も可能である。

回帰分析回帰分析回帰分析回帰分析

Lisp-Stat では、回帰モデルに関して様々なモデルの構成に対応している。線形回帰モデル

regression-model 、非線形回帰モデル nreg-model などが利用できる。ここでは、線形回帰モ

デルについて扱って見よう。

例として、車の運転者と自転車の運転者との自転車レーンの効果について、自転車運転者と道路の

中心線との距離travel-space と自転車運転者と通過車両との距離 separation とについて 10 人

の自転車運転者について調査した結果を考察する。データは下の通りである。

> (def travel-space
   (list 12.8 12.9 12.9 13.6 14.5 14.6 15.1 17.5 19.5 20.8)
> (def separation
   (list 5.5 6.2 6.3 7.0 7.8 8.3 7.1 10.0 10.8 11.0)

このデータに対して separation を従属変数とする単回帰モデルを当てはめるには、regression-

model 関数を使い(regression-model x y) の形式で単回帰の場合は x は一つのリストであり、

重回帰の場合は xはリストのリストである。

> (regression-model travel-space separation)

Least Squares Estimates:

Constant                  -2.18247      (1.05669)
Variable 0                0.660342      (6.747931E-2)

R Squared:                0.922901
Sigma hat:                0.582108
Number of cases:                10
Degrees of freedom:              8

#<Object: 7990576, prototype = REGRESSION-MODEL-PROTO>

散布図行列（左）とスピンプロット（右）
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原点を通るモデルや、重み付き回帰分析を行なうためには、キーワード :intercept や :weight

を与える。キーワード:intercept はデフォルトで t であるので、原点を通るモデルは

> (regression-model travel-space separation :intercept nil)

とする。また、重み付きは重みベクトルが w であるなら

> (regression-model travel-space separation :weight w)

のように指定する。関数 regression-model では当てはめたモデルに対する簡単な要約を返す。さ

らに詳しく調べたければ、他にも得られる。この場合、結果を変数に割り当てておく。

> (def bikes
  (regression-model travel-space separation :print nil))

:print nil を与えていることで要約は表示されない。この bikes に対してメッセージを作用させ

ることで、必要な情報を得ることができる。どんなメッセージが使えるかは (send bikes :help) で

参照できる。:print nilによって表示されなかった要約情

報は :display メッセージにより得ることができ、この要約情報の多くはメッセージにより得ること

ができる。例えば、回帰係数や回帰係数の残差は

> (send bikes :coef-estimates)
(-2.182471511502903552 0.6603418619651688448)
> (send bikes :coef-standard-errors)
(1.05668813075868352 0.067479313591889664)

のように得ることができる。:plot-residual により残差プロットを得ることができるので、これ

を利用してデータの当てはめを確認してみましょう。

> (def myplot (plot-points travel-space separation)
> (send bikes :plot-residuals)

二つのプロットのメニューで link view をクリックすると、二つのグラフはリンクされます。一方の

グラフで選択された点は、もう一方のグラフでも強調表示されています。これで、良く当てはまって

いる点、余りよくない点などが確認できます。また、Show Labels により番号を表示するようにする

と、さらに便利でしょう。では、ここで得られた回帰係数により散布図に回帰直線を描いてみよう。

> (send myplot :abline -2.18 0.66)

残差プロットを良く見てみると、６の観測値を除くと曲線が見える。従って、２次の項を追加してみ

ることが考えられる。

> (def bikes2
  (regression-model (list travel-space (^ travel-space 2))
                     separation))

この多項式回帰モデルの残差プロットを確認し、散布図の回帰直線を、回帰曲線にかえてみよう。

> (send bikes2 :plot-residuals)
> (send myplot :clear-lines)
> (def x (rseq 12 22 50))
> (def y (+ -16.42 (* 2.433 x) (* -0.05339 (^ x 2))))
> (send myplot :add-lines x y)

:add-lines メッセージは plot-points 関数と同様に２つのリストを与える。
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2.2.  Mx

構造方程式モデリングや共分散構造分析と呼ばれる解析を行う場合、単純に計算するだけでなく、

パス図と計算結果の両方が重要な役割をなす。そのため、利用できるのは高額な商用パッケージだけ

だと思っていたのだが、Mxはその要望を満たしてくれそうである。

紹介している私自身あまり使ったことがないため、詳細な説明はできないが、マニュアルがしっか

りしているので(CD-ROM に収録)、共分散構造分析に興味のある方はぜひ使いこなして、伝道師とな

って欲しい。

構造方程式モデリングとは？構造方程式モデリングとは？構造方程式モデリングとは？構造方程式モデリングとは？

構造方程式モデリング（Structural Equation Modeling; SEM）は、観測変数間の分散・共分散（場

合によっては平均）の構造を分析する方法であり、そのため共分散構造分析（Covariance Structure

Analysis）とも呼ばれる。この手法の特徴は、直接観測できている観測変数と直接は観測することの

できない潜在変量との間の関連・因果関係を同定することにより現象を理解しようとするものであり、

因子分析とパス解析の拡張となっている。関連・因果を表現するのに線形の方程式を用い、それを構

造方程式と呼ぶ。

関連や因果関係と同定するモデルということで、回帰モデルや因子分析などもその範疇にはいるば

かりでなく、それらが組み合わされたようなモデルを考えることもできる。

構造方程式モデリングにおいては、観測変数、潜在変数、誤差に因果の方向を持つ矢印と関連を表

す双方向矢印を用いたパス図を利用する。片方向矢印上にはパス係数と呼ばれる影響指数の推定値を、

双方向矢印上には相関係数や共分散の推定値を付随することによりモデルを説明し、そのモデルに対

する適合度指数により当てはまり具合を評価する。

構造方程式モデリングの詳細な説明は、構造方程式モデリングや共分散構造分析の参考書に譲ると

して、簡単なモデリングを Mx 上で行うことにより利用方法になじんでいただき、あとは必要に応じ

てマニュアルを手に自習していただきたい。

MxMxMxMxの利用の利用の利用の利用

Mx における解析はデータを記述するスクリプトと、モデルを表現するパス図の記述が必要である。ま

ず、２変量データ(x,y)について 123の観測があり、分散共分散行列が

      x     y

x  0.95  0.55

y  0.55  1.23

の場合、このデータを記述するには、[File][New]もしくはツー

ルバーから をクリックし、新規ドキュメントを開き

Data Ninput=2 Nobservations=133
CMatrix
.95
.55 1.23
Labels X Y

と記述する。このファイルは、example フォルダに biv.dat とし

て準備されているので、それを[File][Open]もしくは で開

く。

次に、パス図（Diagram）を描く。[Diagram]ボタンを押すなどすると、何も表示されていないグ
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レーの MxPathDiagram ウィンドウが開く。ここでは、[DataMap]をクリックし、[Open File]で先ほ

どの biv.dat を選ぶと、biv.dat に記述してあるラベルが表示される。ここで、解析に用いる変量を選

択する（[Shift]や[Ctrl]ボタンを使って複数選択を行う）。選択したら[New]ボタンを押し、選択した部

分に v（チェックマーク）がついていたら選択できているので、[Close]で戻る。すると、独立モデル

のパス図が描かれている。それぞれの観測変量の上についている両方矢印は「分散パス(variance

path)」である。この独立モデルを解析するには[Run]ボタンを押す。すると job 名と保存するファイ

ル名を聞かれるので、ここではどちらも nullとでもしておきましょう。

結果が表示されました。モデルの適合度指標としてχ2値と p 値、AIC、RMSEA が表示されます。ま

た、Optimization: の項に Appears OK と表示されているので、計算は問題なく終わったようです。

確認後[OK]を押すと、この結果はパス図の方に貼り付けられます。いらなければ[Delete]キーで消すこ

ともできますし、小さくしてとっておくこともできます。下のように全て表示するのもいいでしょう。

モデルの修正は、パス図を修正することにより簡単に行うことができる。因果や関連を表す矢印は

ツールバーで入れたいものを選択し、因果の向きに変量から変量へドラックする。また、これらのパ

スについては、選択してダブルクリックすることにより、表示方法や統計量の固定などを指定できる。

モデル修正後に、[Run]ボタンをクリックすると新たなモデルの解析を行う。このときこのモデルに名

前を付けるが、複数のモデルを実行後[Manager]で表示されるプロジェクトマネージャーでは、モデル

毎の結果を確認できる。

では、実際に解析してみよう。例として、「グラフィカル多変量解析」で例に用いられている「中

古車価格のデータ」のパス解析を行う。データは、「トヨタマーク II2000」の中古車価格(PRICE)と、
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その関連要因と考えられる走行距離（KM：単位 10,000km）、乗車年数（YEAR）、車検（SHAKEN：

車検の残り月数）。データは次に示す１２ケースである。

PRICE  KM   YEAR SHAKEN
  89  4.3      5     24
  99  1.9      4     18
 128  5.2      2     13
  98  5.1      3      4
  52  4.0      6     15
  47  4.8      8     24
  40  8.7      7      3
  39  8.2      7      6
  38  3.3     10     14
  48  3.9      6      0
  27  8.2      8     24

この相関係数を眺めると

        PRICE   　　KM  　 YEAR  SHAKEN
PRICE    1.0
KM      -.485    1.0
YEAR    -.911    .277     1.0
SHAKEN -.085   -.096     .245     1.0

PRICEと YEARの相関が高い。ここで、走行距離は乗車年数の影響を受けると考え、乗車年数と車検

の残りは関係ないと考えるモデルを考える

このデータは CD-ROM の Data¥car.dat として Mx で利用できる Data ファイルとなっている。

これを開き、解析してみよう。このモデルはあてはめが良くない、そこで、YEARから PRICEへのパ

スを追加して再度解析してみよう。適合度指標を見ると良いあてはまりであることがわかる。

YEAR KM

YEAR YEAR

e2

e1

PRIC E

K MYEA R

S H A K EN

   A ppe ars O K    M L C hiS q
G ro up Fit: 1.02664

Fits 1.027 (0.000, 5.315)
Pro bability 0.599

A IC  - 2.973 (- 4.000, 1.315)
RM S EA  0.000 (0.000, 0.372)
D e gre e s o f fre e do m  2
Fre e  param e te rs 8
O bse rve d S tatistics 10

C o nstraints 0

E1
0.10

- 0.23

0.11

- 0.87

E2
0.92

0.28

1.00

1.00
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2.3.  R

R にも非常によい入門用のテキスト Notes on R がインターネットで公開されているので、それを

テキストとすれば習熟度はおのずと上がるだろう。Notes on R は日本語訳ともども CD-ROM に収録

しているので、Rを利用する場合には、まずこれをプリントアウトすることから始めよう。

Rは S言語と互換があるので、Sのテキストも参考になるでしょう。

起動と終了起動と終了起動と終了起動と終了

起動後の R システムでは、> (プロンプト)が命令を待っている。ここに、式を入力すれば、その

式を評価した結果が返る。また、単に数値を入力すると、その数値を表示する。そして、次のコマン

ドを待つプロンプトを表示する。終了は 命令 q()で行なわれる。また、demo("topic")でデモを実

行できるので、どんなことができるかざっと確認するには良いだろう。

プロンプトに与える命令は、関数(引数) の形で与える。関数などの名前は大文字小文字を区別する

ことに注意せよ。

電卓としての利用電卓としての利用電卓としての利用電卓としての利用

数値演算は、演算子(+,-,*,/,^) を用いて通常の書式で計算が行える。R には三角関数(cos(),

sin(), tan())や、平方根 sqrt()、自然対数 log()などの算術関数も用意されている。また、π(pi)

などの定数も用意されている。

10 人の身長などのデータに関して統計量を計算する場合に、R では c 関数を使って数値をまとめ

たベクトルオブジェクトとして扱う。R には統計量を計算する多くの統計関数が用意されている。例

えば、

> mean(c(167, 184, 176, 170, 182, 161, 171, 165, 168, 170))
[1] 171.4

のように、データに平均を計算する関数 mean()を作用させる。このように、データに対する計算を行

なう場合に、常にデータを記述するのは面倒であり、そのために<-演算子を利用して適当な名前に付

R
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置して、その名前に対して計算を行なう。データとして数値以外にも文字も扱えるがその場合には"(ダ

ブルクォート)でくくる。

データの定義データの定義データの定義データの定義

利用するデータをたびたび入力する手間を省くために<- 演算子を利用し、付置した名前に対して関数

を適用する。

> height <- c(167, 184, 176, 170, 182, 161, 171, 165, 168, 170)
> weight <- c(60,66,66,57,68,55,58,62,63,61)
> height
 [1] 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170
> weight
 [1] 60 66 66 57 68 55 58 62 63 61
> mean(height)
[1] 171.4
> c("x1", "x2", "x3")-> xname

<- 演算子の代わりに-> 演算子を使い逆方向になっても、矢印方向に対する付置する。

データや解析結果の保存データや解析結果の保存データや解析結果の保存データや解析結果の保存

Rでは、自分で定義した変数などは終了時に「Save workspace image?」と聞かれる。これに対し

て「はい」と答えることにより R 起動ショートカットの作業ディレクトリに.RDataというファイルに

保存され、次回の起動時に自動的にロードされ、利用することが可能となる。ユーザが使用している

オブジェクトは objects() 関数(ls() 関数でもよい)により確認できる、引数なしで全てのオブジ

ェクトを表示し、引数として pat="パターン"を指定することによりパターンを満たす名前だけを表示

する。いらなくなったオブジェクトは、rm()関数で削除する。

> objects ()
[1] "height" "weight" "xname"
> objects (pat="we*")
[1] "weight"
> rm("xname")
> objects ()
[1] "height" "weight"

標準出力に表示される結果をファイルに出力する場合には、sink()関数の引数に保存するファイ

ル名を指定する。その後は、実行結果は標準出力には表示されずに、指定したファイルに書き込まれ

る。記録をやめ、再度標準出力に表示をうつす場合には、引数なしの sink()を利用する。

> sink("yama.log")
> objects()
> table(height)
> mean(height)
> sink()

データをファイルに出力するには write()関数を利用する。

ヘルプヘルプヘルプヘルプ

R には沢山の関数があるが、それら全て、その使用方法を覚えておくことは不可能だろう。そこ

で、関数の使用方法などについては、ヘルプを参照する。ヘルプには２種類あり、一つ目は help()関

数に引数として、関数名を""で囲んで指定する。もう一つは、help.start()または「Help」メニューか

ら「R language (html)」を選び HTMLヘルプを利用する。HTMLヘルプは非常に利用しやすいだろ

う。キーワード指定で関数名を検索する場合には apropos()関数を利用すると良いだろう。

> help("write")

[1] "height" "weight" "xname"
161 165 167 168 170 171 176 182 184
  1   1   1   1   2   1   1   1   1
[1] 171.4

yamalog
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> help.start()
If nothing happens, you have to open ̀  C:¥RWIN¥RW0642¥doc¥html¥index.html ' yourself
> apropos("norm")
[1] "dlnorm" "dnorm"  "plnorm" "pnorm"  "qlnorm" "qnorm"  "qqnorm" "rlnorm" "rnorm"

データのファイルからの読み込みデータのファイルからの読み込みデータのファイルからの読み込みデータのファイルからの読み込み

データをファイルから入力するには scan()関数を利用する。引数は file="ファイル名"、sep="

区切り文字"などを指定する。空白により固定長に整形してあるデータの場合 sep 引数はいらないが、

カンマ区切りの場合は sep=","と指定する。複数の変数を扱い場合には後述するデータフレームを利用

するのがいいが、scan 関数で扱う場合には注意が必要である。scan 関数は、改行を区切り記号として

しか扱わないので、２列１０行でデータを入力している場合でも

> in1 <- scan("e:/data/sample2.dat")
Read 20 items
> in1
 [1] 167  60 184  66 176  66 170  57 182  68 161  55 171  58 165  62 168  63 170
[20]  61

のように１つのリストとして読み込まれてしまう。そこで２つ目の引数として指定されたデータの型

のリストであることを伝える。型は数値の場合 0をラベルの場合""を指定する。

> in1 <- scan("e:/data/sample2.dat", list(0,0))
Read 10 lines
> in1
[[1]]
 [1] 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170

[[2]]
 [1] 60 66 66 57 68 55 58 62 63 61

すると、リストのリストを生成するので、

> height <- in1[[1]]
> weight <- in1[[2]]

とすることにより、第１のリストと第２のリストを変数として取り込める。別の方法は、行列として

読み込むことである。

> in2 <- matrix(scan("e:/data/sample2.csv",sep=","),ncol=2, byrow=T)

help("write")（左）と help.start()（右）
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Read 20 items
> in2
      [,1] [,2]
 [1,]  167   60
 [2,]  184   66
 [3,]  176   66
 [4,]  170   57
 [5,]  182   68
 [6,]  161   55
 [7,]  171   58
 [8,]  165   62
 [9,]  168   63
[10,]  170   61

この場合、先ほどのリストのリストとの違いを理解しておいた方がよい。行列の行または列の要素に

対して関数を適用するには apply()関数を使う。

> in2[[1]]
[1] 167
> in2[,1]
 [1] 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170
> in3[[1,2]]
[1] 60
> apply(in1,2,mean)
[1] 171.4  61.6

基本統計量の計算基本統計量の計算基本統計量の計算基本統計量の計算

R に は 統 計 値 を 求 め る 多 く の 関 数 が あ る 。 基 本 統 計 量 に 関 し て も 、 mean(),

median(),max(),min(),var(),sd()などがある。R も Lisp-Stat 同様に分散は不偏分散であるこ

とに注意せよ。

> mean(height)
[1] 171.4
> var(height)
[1] 52.93333
> sd(height)
[1] 7.27553

カテゴリカルデータは文字列ベクトルで定義すればよい。性別を"M", "F" であらわすとするとき、

と c("M","M",..)のように全てを逐一並べたて定義しても良いが、10人中前の 6人が男("M")、残り

が女("F")だとすると、繰り返しのリストを生成する rep()関数を使うと良いだろう。

> sex <- c(rep("M", time=6),rep("F",time=4))
> sex
 [1] "M" "M" "M" "M" "M" "M" "F" "F" "F" "F"

このような属性データを利用して属性ごとに統計量を計算したいこともあるだろう。その場合には、

tapply()関数を利用するする。引数は、オブジェクト、属性オブジェクト、統計量である。利用方法

を例で示すが、下の例で range()関数はオブジェクトの最小値と最大値を返す。

> tapply(height,sex,mean)
       F        M
168.5000 173.3333
> tapply(weight,sex,range)
$F
[1] 58 63

$M
[1] 55 68

度数表を作成するには、table()関数を使う。単純に table()関数を使った場合には、各値ごと
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にその度数をカウントするので、cut()関数を使い区間データとして扱うなどの方法がある。

> table(sex)
F M
4 6
> table(height)
161 165 167 168 170 171 176 182 184
  1   1   1   1   2   1   1   1   1
> table(cut(height,seq(160,185,by=5)))
(160,165] (165,170] (170,175] (175,180] (180,185]
        2         4         1         1         2

この例で、seq()関数は、初期値から終端値までの by=で指定された間隔の数列を生成する関数である。

by=指定がない場合の増分は１である。また単純に n から m までの増分が１の数列は n:m として生成

できる。

グラフの作図グラフの作図グラフの作図グラフの作図

R において利用できる統計グラフのは基本的なグラフは plot()関数でなされる。種類は非常に多

く、「複数図表モード」もあり、表現力に幅がある。どんなグラフが描けるのか、

> demo(graphics)

を実行してみよう。色の指定も細やかにできるようですね。

一変量データのグラフ表現としては、ヒストグラムを表示する関数 hist() や 箱ひげ図をプロッ

トする boxplot() などがある。hist() は引数の指定によりかなり自由度が高い。何も指定しなか

った場合と、階級数を 3にした場合を描いてみよう。

> hist(height)
> hist(height,breaks=3)

さらに、histを使ってできることを試してみよう。

> op <- par(mfrow=c(1,2)) 　　#複数グラフモード
> hist(height)
> hist(weight)
> hist(height, br=4,col="lightblue", border="pink")
> hist(height, br=c(160,164,168,172,185))
> par(op)                      #複数グラフモードの終了
> str(hist(height,plot=F))
List of 4
 $ breaks     : num [1:6] 160 165 170 175 180 185
 $ counts     : int [1:5] 2 4 1 1 2
 $ intensities: num [1:5] 0.04 0.08 0.02 0.02 0.04
 $ mids       : num [1:5] 163 168 173 178 183
> h <- hist(height,plot=F)
> h$counts
[1] 2 4 1 1 2

これで、hist()が単にヒストグラムを描くだけでなく、ヒストグラムを構成する階級の情報を持って

おり、それに対してアクセスできることがわかる。また stem(height)は葉茎図(stem & Leaf plot)を

与える。

boxplot() は箱ひげ図を作成する。この箱ひげ図は Lisp-Stat と異なり外れ値が表示されるタイ

プ(Box and Whiske type)である。平行箱ひげ図は、list()で変数をグループ化することにより表示

できる。

> boxplot(height)
> boxplot(list(height,weight))
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また、plot() は散布図などの x-yプロットを作成する。

> plot(height,weight)
> plot(seq(1,length(height)),height,type="b",xlab="")

データフレームデータフレームデータフレームデータフレーム

ある標本に対していくつかの変数の観測を得た場合には、それらをまとめて扱いたい。R ではデー

タフレームというオブジェクトがその役割をなす。データフレームは、コンポーネントとしてベクト

ル、因子、数値行列、リスト、他のデータフレームを持つ。これまでに扱った変量 height, weight, sex

は同一標本から得られた対応のあるデータなので、これをデータフレーム physmeasureとする。また、

sexは単なる文字列ベクトルではなく、因子であることから、因子として扱う。

> sexf <- factor(sex)
> sex
 [1] "M" "M" "M" "M" "M" "M" "F" "F" "F" "F"
> sexf
 [1] M M M M M M F F F F
Levels:  F M
>

内部の扱いに変化があったことがわかるだろう。

> physmeasure<-data.frame(height=height,weight=weight,sex=sexf)
> physmeasure
   height weight sex
1     167     60   M
2     184     66   M
3     176     66   M
4     170     57   M
5     182     68   M
6     161     55   M
7     171     58   F
8     165     62   F
9     168     63   F
10    170     61   F

個々の変量は、データフレーム名$変量名でアクセスできる。

> rm(height,sex,sexf,weight)
> objects()
[1] "physmeasure"
> height
Error: Object "height" not found
> physmeasure$height
 [1] 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170

データフレームを利用することでデータフレーム内の変量に対して扱い方が変わる。要約もまとめて

できるし、モデルとして扱えるようになる。

> summary(physmeasure)
     height          weight      sex
 Min.   :161.0   Min.   :55.00   F:4
 1st Qu.:167.3   1st Qu.:58.50   M:6
 Median :170.0   Median :61.50
 Mean   :171.4   Mean   :61.60
 3rd Qu.:174.8   3rd Qu.:65.25
 Max.   :184.0   Max.   :68.00
> boxplot(height~sex, data=physmeasure)

しかし、このデータフレーム内の変量を呼ぶ$表記は場合によっては面倒である。これを解決するのが、

attach()関数である。

> height
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Error: Object "height" not found
> attach(physmeasure)
> height
 [1] 167 184 176 170 182 161 171 165 168 170
> detach()
> height
Error: Object "height" not found

attach()で追加されたものを外すのが detach()である。

ファイルからのデータフレームの読み込みは read.table()関数を利用する。行ラベル（ケース

名など）と列ラベルがあるテキストデータに対して作用する。行ラベルがない場合には header=T 引

数を付けることにより読み込むことができる。

> phys<- read.table("e:/data/sample3.csv",header=T,sep=",")
> phys

ユーザ定義関数ユーザ定義関数ユーザ定義関数ユーザ定義関数

Rにおける関数定義は

> funcname <- function(arg1,..) expression

の形で行われ、funcnameが関数名、arg1,..が引数、expressionが本体である。Rで利用できる関数も

大半は R で定義したものである。関数名に括弧を付けずに入力すると関数の内容が表示される。関数

varを見てみよう。

> var
function (x, y = x, na.rm = FALSE, use)
{
    if (missing(use))
        use <- if (na.rm)
            "complete.obs"
        else "all.obs"
    cov(x, y, use = use)
}

var が cov を利用して作られていることがわかる。制御構造や引数についてなど関数を作る際には注

意することが多いが、ここでは扱わない。Notes on Rなどで理解して欲しい。

自分で作った関数は、ファイルに保存しておく、そのような R のコマンドをファイルから読み込

む場合には source()関数を利用する。

統計モデル統計モデル統計モデル統計モデル

Rは Sと同様に統計モデル（回帰モデル、分散分析、一般化線形モデル、非線形回帰モデルなど）

のモデリングができる。例として、Lisp-Statで扱った回帰モデルを解析してみよう。

> bicycle <- read.table("e:/data/bicycle.csv",header=T,sep=",")
> bicycle
   travel separation
1    12.8        5.5
2    12.9        6.2
3    12.9        6.3
4    13.6        7.0
5    14.5        7.8
6    14.6        8.3
7    15.1        7.1
8    17.5       10.0
9    19.5       10.8
10   20.8       11.0
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> bicycle.lm <- lm(separation ~ travel, data=bicycle)
> coef(bicycle.lm)
(Intercept)      travel
 -2.1824715   0.6603419
> summary(bicycle.lm)

Call:
lm(formula = separation ~ travel, data = bicycle)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.76990 -0.44846  0.03493  0.35609  0.84148

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -2.18247    1.05669  -2.065   0.0727 .
travel       0.66034    0.06748   9.786 9.97e-06 ***
---
Signif. codes:  0  ̀ ***'  0.001  ̀ **'  0.01  ̀ *'  0.05  ̀ .'  0.1  ̀  '  1

Residual standard error: 0.5821 on 8 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9229,     Adjusted R-squared: 0.9133
F-statistic: 95.76 on 1 and 8 degrees of freedom,       p-value: 9.975e-006

解析結果はデータフレームとして返されることをがわかったら、付置しておいて必要なコンポーネン

トを参照・利用すればよい。データフレームが保持しているコンポーネントの名前は names()で確認

できる。

> bic.lm.summary<-summary(bicycle.lm)
> names(bic.lm.summary)
 [1] "call"          "terms"         "residuals"     "coefficients"
 [5] "sigma"         "df"            "r.squared"     "adj.r.squared"
 [9] "fstatistic"    "cov.unscaled"
> bic.lm.summary$residuals
          1           2           3           4           5           6
-0.76990432 -0.13593851 -0.03593851  0.20182219  0.40751451  0.84148033
          7           8           9          10
-0.68869060  0.62648893  0.10580520 -0.55263922
> resid(bicycle.lm)
          1           2           3           4           5           6
-0.76990432 -0.13593851 -0.03593851  0.20182219  0.40751451  0.84148033
          7           8           9          10
-0.68869060  0.62648893  0.10580520 -0.55263922

残差プロットや残差の Q-Qプロットを確認する。

> plot(resid(bicycle.lm))
> qqnorm(resid(bicycle.lm))

更に、２次の項を含むモデルに更新する。更新は update()関数を使い、モデルの差分の部分を記述

する。元のモデルに travelの 2次の項を追加する。

> bicycle.lm2 <- update(bicycle.lm, . ~ .+I(travel^2))
> summary(bicycle.lm2)

Call:
lm(formula = separation ~ travel + I(travel^2), data = bicycle)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.04030 -0.03974  0.14687  0.20731  0.58317

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -16.41924    7.84827  -2.092   0.0747 .
travel        2.43267    0.97196   2.503   0.0408 *
I(travel^2)  -0.05339    0.02923  -1.827   0.1105
---
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Signif. codes:  0  ̀ ***'  0.001  ̀ **'  0.01  ̀ *'  0.05  ̀ .'  0.1  ̀  '  1

Residual standard error: 0.5121 on 7 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9478,     Adjusted R-squared: 0.9329
F-statistic: 63.54 on 2 and 7 degrees of freedom,       p-value: 3.251e-005

>

改善されたことが確認できる。



33

3. フリーソフトを利用する上での注意

ほとんどのフリーソフトは当然のことながら、解析結果に関して無保証である。そのため、初めて

利用するソフトについてはその解析結果を鵜呑みにするのではなく、結果が分かっている解析を行い、

正しく作用していること確認するなども必要だろう。また、これはフリーソフトだけでなく、一般の

統計パッケージに対しても言えることであるが、統計量の定義やグラフ表示方法などにそのソフト特

有のものがある。例えば、四分位値などは定義が複数存在しており、自分が利用しているパッケージ

において、統計量などがどのように定義されているか知っておくことは重要である。

4. 集録ソフトのインストール

ユーティリティーのインストールについてユーティリティーのインストールについてユーティリティーのインストールについてユーティリティーのインストールについて
Acrobat readerはドキュメント類の一部のフォーマットである PDFを表示・印刷することを可能にし

ます。また、一部のソフトのインストールには解凍ツールが必要になります。lzh や zip ファイルを解

凍するツールを持たない方は、lhasa をインストールしてください。また、解凍コマンドを CD-ROM

の binフォルダに収録してありますので、必要に応じてご利用ください。

Acrobat readerAcrobat readerAcrobat readerAcrobat reader
ar40jpn.exeを実行し、インストーラーの指示に従ってインストールを進める。

LhasaLhasaLhasaLhasa
lhasa013.exeを実行し、インストーラーの指示に従ってインストールを進める。

利用方法：lhasa32 を起動し、そこにエクスプローラなどから解凍したいファイルをドラックしま

す。このとき出力先で指定されている場所に解凍されますが、「フォルダ自動生成」がチェックされて

いるとファイル名のフォルダを作りそこに解凍します（デフォルトでは、デスクトップにファイル名

のフォルダを作りそこに解凍します）。
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ソフトのインストール方法ソフトのインストール方法ソフトのインストール方法ソフトのインストール方法

JSTAT

jstat530.exe をダブルクリックするとインストール先を聞かれるので、ディスクの容量に問題がな

ければそのまま「次へ」を選び、「スタートメニューに登録する」と「デスクトップにショートカット

を作成する」を選だけです。

SAMMIF

Version 0.81のセットアップ

samj081.exe を実行してセットアップに必要なファイルを展開する。（ここで展開するファイルは

セットアップ後は必要ないので、他のファイルと区別できるように新しいフォルダ(c:¥temp¥sammif

など)を作成し、そこに展開することをお勧めします。）展開したファイルの中から"setup.exe"を実行

して セットアップを行なう。セットアップのために展開したファイルは削除してください。

SAMMIF に関しては、公開前の ver.1.00 の暫定版を収録しています。sammif¥Alpha フォルダに

ある setup.exeを実行することによりセットアップできます。

Lisp-Stat

XLISP-STAT をインストールするディレクトリ(フォルダ)を作成し、そこに入手したファイルをコ

ピーする。自己解凍形式であるので、実行すれば良いのだが、ディレクトリ構成を活かすため -d の

オプション付で実行する。「スタート」メニューの「プログラム」から「MS-DOS プロンプト」を実

行し、コマンドラインから次のように入力する。

C:¥WINDOWS >cd ¥
C:¥>mkdir WXLS32
C:¥>cd WXLS32
C:¥WXLS32>WXLS32ZP.EXE -d
C:¥WXLS32>WXLS32.EXE config
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config オプションをつけて wxls32.exe を起動することにより、環境設定とプログラムメニューへの

登録が行なわれる。特に指定することはないので [Configure and Quit]を選択し環境設定とプログラ

ムメニューへの登録を行なう。「プログラムグループの名前」などを変更したい場合には、ここで行う。

R

rwinst.exeをダブルクリックして実行すると、「R for Windows installer」というウィンドウが起

動する。Source location はそのままでよいので、install location を指定する。c:¥Rwin などと指定

するとその下にバージョン番号のついたフォルダを作成し、その下にインストールされる。

c:¥rwin¥rw0642¥bin¥Rgui.exe が Windows の GUI アプリケーションとなるので、これを「ス

タート」メニューに登録する(「タスクバー」を右クリックし「プロパティ」を選択し、[スタート]メ

ニューの設定で「追加」を選択する)とか、デスクトップにショートカットを作るなど使いやすいよう

に設定する. この際、作成したショートカットの「作業フォルダ」が R のカレントディレクトリにな

るので、正しく設定しておく。(c:¥Rwin¥Rdata などを作っても良いし、"c:¥My documents¥Rdata"

などでも良いでしょう)

セットアップに利用する rwinst.exe は追加パッケージのインストールにも利用できる。圧縮され

たままのファイルを解凍しながらインストールする。パッケージに関しても収録しているが(contribフ

ォルダ)、Notes on Rのデータを使う場合には、以下の手続きによりパッケージをインストールする。

rwinst.exeを起動し、[R add-on packages]を選び、Sourceは contribフォルダを指定し、Install先に

は c:¥Rwin¥rw0642¥libraryを指定し、パッケージで Rnotesを選んで、全てインストールする。

インストールされたデータは show.data(package=Rnotes)で確認できるので、data(sugar,

Rのインストール画面
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package = "Rnotes")のようにデータ名を指定して読み込む。他のパッケージのインストール後は、

link.html.help()により、パッケージの HTML ヘルプが help.start()の packages の項に追加

される。library()により追加できるパッケージの情報が確認できるので、その中から必要に応じて

library(パッケージ名)で利用可能にできる。ライブラリの利用に関しては library のヘルプを参

照せよ。

ViSta

ViSta563Usr.exe を実行するとセットアップが始まり、ほとんどデフォルトのままインストールは

終わります。インストール終了後の最初の ViSta 起動時に環境設定を行うためにいくつかの質問に答

えます。このバージョンでは、ネットワーク利用できるようになったためか、「個人的な利用者」か「ネ

ットワーク管理者」かを問われます。[An Individual ViSta user]で良いでしょう。

Mx

mxgui95.exeをセットアップ解凍用のフォルダ(c:¥temp¥mx など)にコピーして実行する。解凍し

てできた setup.exeを実行する。mx95upフォルダにある内容を、インストールされたフォルダ（デフ

ォルトでは c:¥program files¥mx¥bin）にコピーしファイルを置き換える。

LEM

lhasa で lemwin.zip を c:¥lemwin などに解凍する。examples.zip c:¥lemwin¥examples に解凍

する。Lemwin.exe の「ショートカット」をデスクトップに作るか、「スタート」メニューに登録する

などして使いやすくする。使用している場合には、J.K.Vermunt@kub.nl宛に、"register LEM"という

題名でメールを送ることにより利用者登録しておくと、開発に関するお知らせが届く。

gnuplot+

gnuplot+の作者の千葉大学 山賀氏は、「ハッカー」と「クラッカー」の違いを理解しない人、「ハ

ッカー」という単語を「クラッカー(＝犯罪者)」の意味で使う人には 本パッチパッケージを使っても

らいたくないと考えています。 また「クラッカー」であるにも関わらず自らを「ハッカー」と名乗る

者にも使ってもらいたくないということを主張されていますので、その点に考慮の上問題ない場合に

限り利用できます。（もしこの作者の考えに反して gnuplot+を利用した場合には、山賀氏

(yamaga@ipc.chiba-u.ac.jp) まで連絡しご相談ください。）収録したのは gnuplot 3.7.0.1の日本語化パ

ッチ 1.1.9ですが、オリジナルとの差分は ftp://ftp.ipc.chiba-u.ac.jp/pub/pub.yamaga/gnuplot+/3.7base/

にあります。

lhasa で c:¥gnuplot に解凍する。このとき「フォルダを自動生成」のチェックを外しておく。解

凍された README.txt を参照してインストールを行ってください。この際、Copyright.txt 及び

Copyright_plus.txtには必ず目を通してください。
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LEAF

Leaf32.exe を実行すると、セットアップを自己解凍するディレクトリをたずねられますので、一

時的な場所に解凍します。（デフォルトでは CD-ROM に解凍することになるので変更する必要があり

ます）解凍後、セットアップが始まり、特に変更の必要がない限り簡単にインストールされます。
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付録

De for Win32De for Win32De for Win32De for Win32のインストールのインストールのインストールのインストール
¥dewin¥setup¥setup.exeを実行することによりインストールされます。

エディタの情報エディタの情報エディタの情報エディタの情報
・ Qx : Qx はシェアウェアであるが、Windows 版 フリーソフトの作者や学生は特別に無料です。ま

た、学術利用は無料である。

ホームページ　http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/qxw.htm

ダウンロード　http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se051468.html

・Meadow: Mule をWindowsに移植したものです。UNIXを利用している場合には、Windowsでも

Mule が使いたいと思うでしょうし、プログラムや LaTeX を利用する場合に、統合環境が利用できる

ため、使い始めると手放せません。(UNIX USER 1999年 9月号に特集あり)

ホームページ　http://www2k.biglobe.ne.jp/~araken/qxw.htm

・他のテキストエディタに関する情報

http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/writing/edit/index.html

CygwinCygwinCygwinCygwinのインストールのインストールのインストールのインストール
cygnus¥full.exe を実行することによりインストールは終了するが、若干の環境設定をした方がよいで

しょう。インストールが終了すると、「スタート」メニューに「Cygnus Soution」というグループに

「Cygwin B20」が登録されるので、それを選択することにより実行できるのですが、起動の際に「パ

ラメータの値が範囲を超えています」というメッセージが出るようであれば、環境変数が正しく読み

込まれないので、c:¥config.sysファイルの最後に

shell=c:¥command.com /e:1024 /p

を追加しましょう。（「スタート」メニューの「ファイル名を指定して実行」で「sysedit」を実行する

と良いでしょう）また、他のアプリケーションを利用している際にも cygnus が利用できるよう



autoexec.bat に c:¥cygnus¥cygwin-b20¥cygnus.bat から次の２行を autoexec.bat に移し、環境変数

HOMEに作業ディレクトリを指定します。

SET MAKE_MODE=UNIX

SET PATH=c:¥CYGNUS¥CYGWIN~1¥H-I586~1¥BIN;%PATH%

set HOME=c:¥yama

--cygnus.bat--

@ECHO OFF

bash

-------------------

また、c:¥cygnus¥cygwin-b20¥cygnus H-i586-cygwin32¥bin ディレクトリは/bin として利用できる

ように、c:¥bin フォルダにコピーしておくかマウントする。/tmp ディレクトリは一時ファイルの作成

に利用されるので、c:¥tmpフォルダを作成しておくことが必要です。

更に、c:¥cygnus¥cygwin-b20¥cygnus ショートカットのプロパティを変更して、作業ディレクトリを

自分の作業しやすいところに設定し、「ぷろぐらむ終了時にウィンドウを閉じる」をチェックし、デス

クトップにコピーしておくと使いやすいでしょう。

また、R のパッケージやヘルプなどのビルドにはこの cygwin の他に Perl が必要となるので

http://www.perl.com/CPAN/ports/#cygwin から、Cygwin 用の Perl を入手し、cygwin のツール

bunzip2.exeと tar.exeで c:¥に解凍すると c:¥usr¥local¥binの下に perlの実行ファイルができるので、

そこにもパスを通す。


