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概要

R は無料で高機能な統計環境であるが，ある程度プログラミングを理解していなければ
使いこなすのは難しい。その橋渡しをするために，Mac 上で R を手軽に使うための GUI ア
プリケーション MacR の開発を始めた。本稿では，その MacR を開発するにあたっての基
本的な考え方を説明し，今後の課題を検討する。
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1. 開発動機
近年，統計処理ソフトウェアである R に注目が集まっている。価格が無料であることに
加え，ライブラリを追加することで様々な統計手法を使えることや，上級者になれば，独
自の統計処理を導入したり，処理の効率化などが図れることが理由となっている。しかし，

SPSS などの GUI (Graphical User Interface) を備えた分析ソフトウェアとは異なり，実際に
分析を行うにはコマンドによる入力が必要であることから，初心者や何らかのコンピュー
タースクリプト言語を扱ったことがない者には敷居がとても高い。また，ある程度使える
ようになってからでも，普段から頻繁に使っていなければ，使うたびにスクリプト言語と
しての R を学び直してから分析を行うようなことにもなりかねない。
この R の使いづらさは誰もが考えることのようで，RStudio や R Commander などの GUI
を備えたソフトウェアが無料で公開されている。ただ，前者は GUI で分析を行うというよ
りは，R のコマンド入力を手助けすることが目的のため，既に R を使える人が便利に使え
る環境であり，敷居の高さは R とほぼ変わらない。後者は，SPSS などと同じように GUI で
操作できるが，GUI 操作によって，そのつど R のコマンドを生成して実行するもので，お
世辞にも使いやすいとは言いがたく，初心者がインストールしてすぐに使い始められるほ
どではない。これ以外にも，GUI 環境を提供するソフトウェアはあるにはあるが，GUI ア
プリケーションとしての使いやすさを目指したものはあまりみあたらない。もう一つ，本
質とは少しずれるが，R Commander を含めて，クロスプラットフォームのアプリケーショ
ンでは，どの環境でも同じような見た目で同じように動作することが重要視されていて，
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Mac らしい見た目や動作が考えられることはほぼない。
このような状況の中，担当した統計基礎の授業で利用できるコンピュータが Mac であり，
その Mac にインストールされた統計ソフトウェアが R のみであるということで，受講者が
手軽に課題などに利用できることを目的として MacR の開発を始めた。 1 目指すところは，
基本的な統計処理を R を意識させることなく実行できるようにし，初心者や基本的な統計
処理しか必要ない利用者には GUI だけで処理が完結できるようにすることである。また，

R を学びたい利用者には，コマンド入力へと移行する手助けができるよう，処理に使われ
た R のスクリプトを書き出せるようにする。R のコマンド入力ができる利用者でも，まず
は MacR で処理を実行してスクリプトを書き出し，それを手直しをすることで，あまり使
わない統計手法や初めて扱う手法が利用できるまでの時間を短縮できる。このように，R
の習熟度に関わらず，手間を省けるところを援助するような Mac 用アプリケーションの存
在価値はあると考える。

2. 開発へ
MacR を開発するにあたって，次に挙げる点を初期の開発指針とした。
1. Mac のアプリケーションらしい見た目や動作
2. データの準備は他のアプリケーションに任せる (Excel など)
3. 基本的な統計処理は GUI のみの操作で可能に
4. 処理に使ったスクリプトの書き出し
5. モジュール型の設計
6. 「外国語教育研究ハンドブック」に出てくる統計処理をできるだけ採用
1. Mac のアプリケーションらしい見た目や動作
クロスプラットフォームのアプリケーションでは，Mac の見た目や操作性などをいっさ
い考慮に入れず，Windows や Unix のようなアプリケーションになることが多い。これは，
どのプラットフォームでも同じような動作をすることを重要視したり，オープンソースの

GUI ツールキットを利用するなどが理由である。プラットフォームが変わっても見た目や
動作が同じであることは，複数のプラットフォームにまたがって利用する場合や講習などで
参加者のコンピューターが統一されない場合などには非常に有用であるが，単一のプラッ
トフォームを利用する場合には，せっかく用意されている GUI パーツや便利な機能を使え
ないという足かせにしかならない。また，多くの開発者が Windows や Linux を中心に利用
しており，それらでの標準的な動作を基本に開発するため，Mac での標準的な動作を受け
付けないなど，利用に際してストレスがたまることになる。
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このようなことから，OS の機能をできるだけ生かして，他の Mac 用アプリケーションで
の動作と違和感がないように，Mac に特化した GUI フロントエンドで見た目も動作も Mac
らしいということを目指す。例えば，Mac のファイル操作で特徴的なドラッグ&ドロップ
でデータファイルを読み込めるなど，本質的ではないが直感的に操作できるような機能は
できるだけ使えるようにすることを試みる。

MacR の開発は，MacRuby
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で行う。MacRuby は，Mac OS X の標準開発言語である

Objective-C のランタイム上で動く Ruby で，Ruby 1.9 が基になっている。
2. データの準備は他のアプリケーションに任せる (Numbers や Excel など)
データを直接入力する機能は Numbers や Excel などの既存のスプレッドシートアプリケー
ションなどに任せることにする。これは，これらのアプリケーションで効率的にデータの
入力や管理ができることに加え，これらに匹敵するほどの柔軟なデータ入力を可能にする
ための労力を考えた場合に，それに必要な時間を他の部分に費やした方がアプリケーショ
ン全体としての質の向上につながると考えるためである。ただし，数値の変更や行や列の
削除など，簡単な操作はできるようにする。また，スプレッドシートアプリケーションで
は手間のかかる操作などは，できる限り可能にするように試みる。

3. 基本的な統計処理は GUI のみの操作で可能に
R を使う際に一番大きな問題となるのがコマンドライン入力のみを受け付けることであ
るが，R 自体が，統計処理のためのアプリケーションというよりもスクリプト言語である
ため，関数などを覚えている必要があることを含めて最低限のプログラミングの概念を理
解することが必要である。普段から Python や Ruby などのスクリプトを書いたり R を使っ
ていると忘れがちになるが，変数に値を入れたり，ベクトルや行列などを扱うという基本
的な概念や操作を理解することが，人によっては R を使うことをあきらめさせるだけの理
由にもなる。
一方で，コマンドライン入力に抵抗がなく，プログラミングの概念を理解していたとして
も，普段から R を頻繁に使っていなければ，関数や処理手順をすぐに思い出すのは容易で
はない。このようなことから，統計を学び始めた初学者が多く使うであろう統計処理や複
雑な統計処理の前段階で行われるようなものは，GUI のみの操作で行えることが望ましい。
これを可能にするためには，どのような処理を採用するかを判断する必要があるが，その
基準として利用したのが，6. に記した「外国語教育研究ハンドブック」(竹内・水本, 2012)
である。
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4. 処理に使ったスクリプトの書き出し
上記 3 で触れたように，初学者にとってコマンドライン入力が必須ということが R を使
う上で最大の難関ではあるが，それと同時に，スクリプトを書いて新しい関数を作って新
たな分析に対応させることができるなど，自由度が高いことが R の魅力の一つでもある。
そこで，R のスクリプトを勉強したい利用者の手助けになるように，GUI 操作で行った分
析に使ったスクリプトを書き出す機能を付ける。最終的には，スクリプトに簡単な説明を
つけて，スクリプトを読みながら学習できるような形に持っていきたい。

R のスクリプトが書ける利用者にとっては，書き出されたスクリプトを基にして，グラ
フなどの細かな調整や更なる分析が可能になる。使用したデータとともにスクリプトを保
存しておけば，将来的に分析を振り返ったり再検証する際に，保存しておいたスクリプト
を R 上で実行するだけでまったく同じ分析を再現できる。

5. モジュール型の設計
将来的な拡張性を考える上で，アプリケーションの基本設計は重要となる。基本的なデー
タを扱う部分や結果出力の処理およびグラフの表示などの共通部分は，入力するデータや
結果の出力などのデータ処理形式を統一することで，一カ所の変更ですべての分析に適応
できる。そして，それぞれの分析手法の部分は，インターフェイスおよび処理系統を独立
させることで，問題が起きたときに他の部分への影響を最低限に食い止めるとともに，新
たな分析手法を追加することが容易になる。そこで，どの分析でも使われる部分はできる
だけ処理を共有できるような形にし，個別の統計処理の部分はモジュール形式とした。

6. 「外国語教育研究ハンドブック」に出てくる統計処理をできるだけ採用
これは，開発動機の一つである，扱いやすい統計処理アプリケーションを必要とした統
計の基礎を扱う授業で「外国語教育研究ハンドブック」(竹内・水本, 2012) を採用したこと
が多いに影響している。まずは，受講者がこの本で示された統計手法を自ら実行できるよ
うなものが必要であった。この本は，基本的な統計手法を一通り扱っており，それぞれに
ついて例を使いながら簡潔に説明している。しかも，研究対象が外国語教育に特化されて
いるため，あまり数値の扱いに明るくない研究者が多いこの分野ではとても貴重である。
統計の初学者が自習するにあたっては，このような本で統計手法自体の使い方を理解しな
がら，データを使って統計処理を実行していくことが重要になる。また，例として扱われ
ている分析に使われたデータが公表されているため，実際に同じ統計処理を実行して確認
しながら学んでいくこともできる。以上の理由から，公開されているデータも有効に活用
するためにも，この本で扱われる統計処理をできるだけ再現できるように優先的に組み込
むことを目指す。
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3. 開発の現状
ここでは，2013 年 3 月末の時点での開発の現状を説明しつつ，基本的な操作について触
れていく。

3.1 入手およびインストール方法
現在 (2013 年 3 月末) は，正式なウェブページが用意されていないため，北海学園大学の
浦野先生が書いてくださった，R と MacR のインストール方法を参考にして環境を整えてい
ただきたい。3 MacR は R を利用するためのアプリケーションであるため別途 R をインス
トールする必要がある。R はパッケージで配布されているので，ダブルクリックして指示
に従えば簡単にインストールできる。MacR はディスクイメージで配布しており，MacR 自
体をアプリケーションフォルダにコピーするだけ準備が整う。現時点ではアプリケーショ
ンフォルダで起動することを前提として設定もあるため，必ずアプリケーションフォルダ
にコピーしてから使用する。初回起動時には，必要となるライブラリが自動でインストー
ルされるが，既に R を使っていてライブラリがインストールされている場合は，自動では
アップデートはされないので，問題が出る可能性があるので，その辺りを確認して欲しい。

3.2 データの読み込み・書き出し
前項で触れたように，MacR ではデータを一から入力することを想定していない。Numbers
や Excel などでデータを用意して CSV (Comma Separated Values) もしくはタブ区切りのテ
キストファイルとして書き出したファイルをメニューの「File」ら「Open...」を選んで開く
か，ウィンドウにファイルを直接ドラッグ&ドロップすることでデータを読み込む。

図 1. ドラッグ&ドロップによるデータの読み込み
読み込めるファイル形式は，プレインテキスト (.txt)，CSV (.csv)，Stata データファイル

(.dta)，および SPSS データファイル (.sav) で，プレインテキストもしくは CSV の場合は，
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ファイルを開く際に文字コードを指定できるが (表 1)，ドラッグ&ドロップの場合は UTF-8
で認識されるため，それ以外の文字コードのファイルはメニューからファイルを開く必要
がある。また，Stata と SPSS のデータファイルは，純粋にデータのみが読み込まれ，デー
タに付随する情報は読み込まれないので注意してほしい。メニューにある Open Recent の
項目は現時点では機能していないが，いずれは対応させたい。
表1

MacR で扱える文字コード
· UTF-8

· ISO Latin 2

· Shift-JIS

· ASCII

· Windows Latin 1

· EUC-JP

· ISO Latin 1

· Windows Latin 2

· ISO-2020 JP

CSV とタブ区切りのテキストの場合，拡張子は.csv と.txt のいずれの場合でも読み込め
る。コンマで区切られているかタブで区切られているかは自動で判別するようになってい
るが，うまく読み込めない場合は，
「Preferences」の「Data Import」でどちらかを指定して
から読み込む。また，ドラッグ&ドロップの場合は，ヘッダー行の自動判別を試みて，ヘッ
ダー行が認識されれば，変数ラベルとして扱われ，そうでない場合は，自動で変数ラベル
がつけられる。
これ以外にも，Numbers や Excel からデータをコピー&ペーストで読み込むことができ
る。この場合は，メニューの「Edit」から「Paste Data...」でヘッダー行があるかどうかを
指定して読み込むことになる。
テーブルに読み込んだデータは，メニューの「File」から「Export As CSV」を選んで，

CSV ファイルとして書き出すことができる。また，
「Save...」を選んで MacR のデータファ
イルとして保存することもできるが，その際の拡張子は.mrdata となる。このファイルの中
身は XML なので，テキストエディタなどで編集することも可能ではある。

3.3 テーブル上でのデータの扱い
データを読み込んだら，テーブル下のタブで「Varibales」をクリックして，変数テーブ
ルに移り，変数の名前と変数の種類を変更できる。MacR は日本語などの 2 バイト文字も
扱えるようにはしてあるので，変数名は日本語でも問題ないはずだが，アルファベットだ
けの方が無難である。ただし，変数名の先頭に数字を使ったり，変数名に 1 バイト文字の
記号を使うことはできない。変数名中のスペースや記号などはテーブル上ではそのまま見
えるが，統計処理の際には自動的に (under bar) に置き換えられる。
変数の種類は，Numeric (数値)，String (文字列)，Categorical (カテゴリー) の 3 つになっ
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ていて，統計処理する変数を選ぶ際に，特定の種類しか選べないようになっているものも
ある。これは，実際の R での処理では特に指定する必要がない場合がほとんどではあるが，
統計の初学者が使うことをある程度考慮に入れているため，変数のタイプの違いを意識さ
せるという意図も込めてある。
タブの「Values」をクリックして戻った値のテーブルでは，変数の編集がある程度でき
る。それぞれの値の修正は，値のセルをダブルクリックして行う。また，ヘッダーをクリッ
クして列を選んでから，ヘッダーを右クリック (二本指クリック・タップ) すると，選ばれ
ている列をコピーしたり削除したりできる (図 2 左)。行が選ばれている場合は，テーブル
上を右クリックして選んだ行が削除できる (図 2 右)。

図 2. データの列・行の編集
これ以外にも，実験的に付けた機能として，行列の入れ替えと，データの組み替え (積
み重ね) をメニューの Misc から実行できる。データの組み替えは，ANOVA などのデータ
で，
「繰り返しあり」の場合に，別の変数として入力されているものを積み重ねて一つの変
数にするための機能である。ANOVA の分析で Anova-kun を使った場合は別の変数のまま
で問題ないが，それ以外の方法 (ライブラリ) を使って分析することもでき，その際に利用
する。また，GENOVA のデータは，繰り返しのデータは一つの変数として用意することが
前提となっている。
ここで，ANOVA の「繰り返しあり」のデータを組み替えたい場合を例として簡単に使い
方を紹介する。MacR のディスクイメージに同梱されている「Handbook edited data」フォ
ルダに入っている「Ch06 One-way ANOVA repeated.csv」を利用し，このデータファイルに
ある Pre，Post，Delayed の 3 つの変数を 1 つの変数にする (図 3)。

20

図 3. 組み替え前のデータ
まず，ファイルをデータテーブルにドラッグ&ドロップしてデータを読み込み，メニュー
の「Misc」から「Stack Data」を選ぶと「Stacking Data パネル」が開く (図 4)。

図 4. Stacking Data パネル
「Stacking Data パネル」の左側のテーブルには，メインのデータテーブルにある変数が
すべて表示される。ここで，積み重ねたい変数を選び，右向きの三角 (▶) の表示があるボ
タンをクリックして右側のテーブルに移動させる。
「Structure」には，移動させた変数がど
のような構成になっているかを指定する。図 4 で入力された「3」というのは，3 つの変数
で新しい変数を作るという指定である。もし 6 つ変数があって，最初の 3 つと残りの 3 つ
で 2 つの変数を作る場合は，
「2-3」と指定する。これは，2 つの新しい変数を作り，それぞ
れの変数は 1-3 番目と 4-6 番目の 3 つずつの変数で構成されることを意味する。現段階で
は，変数の並ぶ順は，最初にメインのデータテーブルに読み込まれた順で固定されている。
将来的には「Stacking Variables」テーブル上で並び順が変えられるような仕様にしたい。

21

図 5. 組み替え処理後 (左：ID なし，右：ID あり)
図 5 の左側は，3 つの変数から新しい一つの変数「NewItem1」を作った例で，
「Stacking

Variables」のテーブルに移動させた変数 (Pre，Post，Delayed) に上から 1，2，3 の順に自動で
値が割り振られる。図 5 の右側は，
「Create ID Column」にチェックを入れて実行した結果
で，
「NewItem1」の他に「ID」という変数が作られる。この「ID」には「Stacking Variables」
のテーブルに移動させたそれぞれの変数のすべての値に上から順に 1，2，3 という順で ID
が割り振られる。これは繰り返しのある分析の際に，値の対応を示すラベルとして扱われ
ることがあるため重要になる。元のデータに ID に当たる変数がある場合はこの処理を行う
必要はない。ただ，この組み替え処理機能は実験的に付けた段階なので，正確な分析を行
いたい場合はデータを読み込む前にスプレッドシートアプリケーション上でデータを用意
することをお薦めする。
最後に，テーブルのデータをすべて削除する場合は，メニューの Table から Clear Table
を選ぶ。メニューからデータを読み込む場合は，読み込む際にテーブル上のデータは削除
されるが，今の時点では問題が起きる場合もあるので，一度すべてのデータを削除してか
ら読み込む方が無難である。また，ドラッグ&ドロップの場合は，既存のデータに追加す
る形で読み込まれるが，この辺りの処理は問題が多いので，データを読み込む前に使いた
い形にしてから，テーブル上のデータを削除して読み込むことをお薦めする。

3.4 統計処理の基本的な操作
本稿では，すべての分析について細かく使い方を説明することはできないが，基本的な
操作方法を例を示しながら紹介したい。データは MacR に同梱されている「外国語教育研
究ハンドブック」で使用されたデータで，「Handbook edited data」フォルダに入っている
「Ch03 - Descriptive Statistics.csv」というファイルを使う。まずは，このファイルをメイン
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ウィンドウにドラッグ&ドロップする (図 6)。

図 6. 「Ch03 - Descriptive Statistics.csv」のデータ
このファイルを読み込むと，
「Name」は文字列のみの変数なので「String」として認識され
るが，
「Sex」と「Class」は名義尺度であるが数値データになっているため「Numeric」とし
て認識されるので，
「Variables」タブをクリックして変数テーブルに切り替え，
「Categorical」
に変更する (図 7)。

図 7. 変数タイプの変更
次に，メニューの「Stats」から分析に使いたい統計手法を選ぶ。ここでは，記述統計を
求めたいので「Descriptive Stats」の中の「Descriptive」を選ぶ (図 8)。
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図 8. 「Descriptive Stats」メニュー
これで，
「Descriptive Statistics」パネルが開き，左側のテーブルに，分析に使える変数が
表示される。これは，メインのテーブル上にある変数と同じである。テーブル右端の S，C，

N は，それぞれ，String，Categorical，Numeric という変数の種類を示している。分析に使う
変数を選ぶには，図 9 にあるように，まず使いたい変数を左のテーブルで選択し，右向きの
三角がついているボタンをクリックする。「Descriptive Statistics」では，記述統計に含める
変数を右上のテーブルに移動させる。右下のテーブルにはグループごとに記述統計を計算
する場合にグループの割当を示した Categorical 変数を移動させる。図 9 の例では，TOEIC

total と Total という 2 つの変数に関して，Sex と Class の 2 つの変数の要素ごとの記述統計
を計算する。

図 9. 「Descriptive Statistics」パネル
分析させるためのテーブルに変数を移動させたら，右上のグラフボタンをクリックして，
グラフオプションを表示させる。記述統計ではヒストグラム，箱ひげ図，QQ プロットが利
用できる。実験的に ggplot2 でグラフを描くオプションを付けた統計処理もある。そして，
描きたいグラフにチェックを入れたら (図 10)，パネル右下の Run ボタンをクリックする。

24

図 10. 「Descriptive Statistics」グラフオプション
これで，選択された変数を使って，記述統計を計算して表示する R のスクリプトが R に
送られ，
「Result ウィンドウ」が開いて得られた結果が表示される (図 11)。グラフを作成す
るオプションにチェックを入れると，結果表示の下にグラフが表示される。

図 11. Descriptive Statistics の結果
この結果ウィンドウの右側のテーブルには，分析結果のリストがあり，MacR を起動して
から終了するまでの結果をクリックして表示させることができる。リスト上の結果は，他
の結果と区別できるように，ダブルクリックして名前を変更できる。また，右のテーブル
を右クリックして「Save Script/Data」を選ぶと，選択された結果を返した R のスクリプト
が使用されたデータとともに保存できる (図 12)。データファイルは，スクリプトファイル
が保存されたディレクトリ (フォルダ) に「MacRData」というフォルダが作られて，そこに
プレインテキストファイルとして保存される。この保存した R のスクリプトファイルは，

R に直接読み込んで実行することで，全く同じ結果が得られるはずである。
リストから不要な結果を削除したい場合は，同じく右クリックして「Delete Selected」を
選ぶ。
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図 12. スクリプトとデータの保存
グラフを作図した場合は，結果表示ウィンドウに表示された各グラフの左上に，グラフ名
のリンクが現れる (図 13)。それをクリックすると，グラフ表示ウィンドウが開き (図 14)，
選択したグラフがウィンドウに表示される。メニューの「Window」から「Graph Window」
を選択してもグラフウィンドウが表示できる。ウィンドウはサイズを変えることができ，
それにあわせてグラフのサイズも変わる。また，右クリックしてコンテクストメニューか
ら「Zoom In/Out」を選んでも拡大・縮小ができる。

図 13. 結果表示ウィンドウ上のグラフ

図 14. グラフ表示ウィンドウ
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グラフ表示ウィンドウの右側にはグラフのリストがあり，ここで選択した他のグラフに切
り替えることができる。また，右クリックすると，選択されたグラフが PDF ファイルとし
て保存できる (図 15)。グラフルの保存は，メニューの「File」で「Save Graph As...」を選ん
でもできる。これ以外にも，コンテクストメニューから，選択したグラフをプレビュー.app
で開いたり，リストから削除できる。

図 15. グラフファイルオプション
実験的な機能ではあるが，テーブル上のグラフを選択して，そのままドラッグ&ドロッ
プしてフォルダなどに保存することもできるようになっている (図 16)。

図 16. グラフをドラッグ&ドロップで保存

3.5 日本語の扱い
現時点では，日本語の扱いは限定的であり，最低限表示できる程度である。これは，R
自体が 1 バイト文字を基本にレイアウトなどを考えているようで，日本語などの 2 バイト
文字を表示させると，表示にずれが出る。この辺りの対応は，インターフェイスの日本語
化などとともに，基本的な統計処理機能がある程度充実してからになる。
変数名やデータでは，デフォルトで日本語が使えるようになっているはずだが，グラフ
に関しては，フォントの指定を変える必要があるので，日本語が使えるように設定する。
メニューの「MacR」にある「Preferences」(環境設定) で，
「Graph Font」の「Japanese」に
チェックを入れる (図 17)。これで，グラフで日本語が使えるようになる。チェックを入れ
たままでもアルファベットの表示に問題はないが，フォントが日本語のゴシックフォント
に設定される。
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図 17. グラフの日本語表示設定

3.6 扱える統計処理
2012 年 3 月末の時点で，MacR では次のような統計分析ができるようになっている (表 2)。
表2

MacR で扱える統計分析
· Descriptive Stats

· Frequency Analysis (頻度分析)

· Descriptive (記述統計)

· Frequency Tests (頻度テスト)

· Tabulate (頻度表)

· Contingency Table (分割表計算)

· Correlation (相関)

· Data Reduction

· Reliability (信頼性)

· Factor Analysis (因子分析)

· Mean Comparison

· Principal Component Analysis (主成分分析)

· t-test (t 検定)

· Classify (クラスター分析)

· One-way ANOVA (一元配置分散分析)

· K-means (K 平均法)

· Multi-way ANOVA (二元配置分散分析)

· Hierarchical (階層的)

· MANOVA (多変量分散分析)

· Correspondence (対応分析)

· G-Theory

· Power Tests (パワーテスト)

· G-Theory (一般化可能性理論)

· t-test

· Non-Parametric tests (ノンパラメトリック検定)
· Regression (回帰分析)

· One-way ANOVA
· IRT (項目応答理論)
· Rasch (ラッシュ分析)
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現時点で，
「外国語教育研究ハンドブック」で扱っている統計分析のほとんどを使えるよ
うにはなっているが，単純に R の出力を表示させているものから，分析結果を整理して表
示するようにしてあるものまで，実装の程度はまちまちである。グラフも単純に表示でき
るだけのものから，多少の設定ができるようになっているものもある。いずれにせよ，関
西大学の水本先生が作られた「外国語教育研究ハンドブック」のコンパニオンサイトにあ
る R のスクリプトを利用させていただいているので，そちらを見ていただければ，おおよ
そ何が起きているかは理解いただけるであろう。4
ただ，
「Mean Comparison」に関しては，設定が煩雑なので，少しここで説明する。まず
は，t 検定であるが，図 18 にあるように，3 つスロットがあり，2 つの変数の対応の有無
によってどこに変数を入れるかが変わる。対応がない場合は，グループ分けを示す変数と
比較する値 (テストの点など) の変数を用意して，前者を「Grouping」に後者を「Var/Var 1」
に入れる。対応がある場合は，比較するグループごとに対応させた 2 つの変数を用意して，
「Var/Var 1」と「Var 2」に入れる。

図 18. t 検定

ANOVA/MANOVA はさらに複雑になっているが，少しだけ説明しておく。図 19 は「Mean
Comparison」でできる t 検定以外の 3 つの分析で使う変数を指定する部分の GUI である。
実際のパネル上にはこれらの左側には図 9 にあるように，利用できる変数が並ぶテーブル
がある。ここで，分かるように，
「Multi-way ANOVA」には，2 種類の GUI がある。
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1. One-way ANOVA

2. Multi-way ANOVA
non-stacked

3. Multi-way ANOVA
stacked

4. MANOVA

図 19. ANOVA/MANOVA
まず，「One-way ANOVA」(図 19 1.) であるが，従属変数として扱うものを「Dependent

Var」に移動させて，
「繰り返しなし」であれば，要因となる変数を「Factor」に移動させる。
「繰り返しあり」の場合は被験者内変数をすべて「Var List」に移動させる。これで「Run」
をクリックして分析を実行する。
「Multi-way ANOVA」(図 19 2., 3.) は，理化学研究所の井関さんが公開されている Anova-

kun を標準で利用するようになっている。その場合の変数の指定は，
「繰り返しなし」で分
析するには，
「Dependent/Within」に従属変数を，
「Between」に要因となる変数を移動させ
る (図 20 1.)。「繰り返しあり」では，
「Between」に要因となる変数を移動させ，被験者内変
数をすべて「Var List」に移動させ，
「Within Structure」で被験者内変数の構造を指定する。
ここで，1 つの要因が同じ被験者で 3 回繰り返される，つまり，1 つの要因の水準が 3 つ

(被験者内変数が 3 つ) ある場合は，「3」を入力する (図 20 2.)。もし，2 つの要因となる変
数 (A と B) で被験者内変数が合計 6 つある場合，つまり，1 つの要因 (A) で水準が 2 つあり
それぞれにつきもう 1 つの要因 (B) の水準が 3 つある場合，変数は A1B1，A1B2，A1B3，

A2B1，A2B2，A2B3 の順で用意し，Within Structure に「2-3」と入力する。
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1.

繰り返しなし (ch07-1.csv)

2.

繰り返しあり (ch07-2.csv)

図 20. Two-way ANOVA

Anova-kun を利用しない場合は，「Anova-Kun」のチェックを外し，Anova-kun を使う場
合と同様に変数を指定する。「繰り返しあり」では，被験者内変数がそれぞれの要因変数
としてまとめられて，R の標準関数で分析する。「Stacked Data」にチェックを入れると，

GUI の項目が変わり (図 19 3.)，
「Dependent」に従属変数を，
「Between」に被験者間変数を，
「Within」に被験者内変数を移動させる。「繰り返しあり」で使う被験者内変数は，それぞ
れの要因変数としてまとめて用意する必要がある。さらに，被験者内変数の対応を示す変
数を用意して「ID」に移動させる。
「Stacked Data」の例を表 3 に示す。
表3

Stacked Data の例
Dependent

Between

Within

ID

32

1

1

1

25

1

1

2

66

1

1

3

26

2

1

4

21

2

1

5

73

2

1

6

12

1

2

1

35

1

2

2

43

1

2

3

52

2

2

4

31

2

2

5

28

2

2

6
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ここでは，テストの点などの変数を「Dependent」
，被験者間の要因変数を「Between」
，被
験者内の変数を「Within」
，被験者個人を識別する変数を「ID」としている。これらの用語
がよくわからない場合は，
「外国語教育研究ハンドブック」などを参照してほしい。
「MANOVA」(図 19 4.) は，Stacked Data を用意することが前提で，それぞれの変数を対
応するテーブルに移動させる。ただ，「MANOVA」は現時点では Stacked Data の形式のみ
に対応しており，最低限の分析しかできない。

4. 今後の課題
最後に，今後の開発の方向性と課題について簡単にまとめる。

4.1 マニュアル等，使い方などの文書の準備
現在，本稿を除いて，使い方などに触れた文書は存在しない。まずは，現状の開発版に
基づく文書を用意したい。方向性としては，簡易的なマニュアルを CasualConc のサイトの
ように準備し，PDF などで詳細に触れた文書を用意したい。将来的には，
「外国語教育研究
ハンドブック」のデータを使って，分析の手順を説明するところまで用意できるといいの
だが，どこまで時間が割けるか分からない現状，利用者の方で手伝っていただける方がい
るとうれしい。

4.2 実装された統計分析手法の検証
現時点で，ある程度の統計手法は実装されているが，検証は最低限しかできていない。こ
のため，統計処理ができる利用者に今まで他の統計ソフトで分析したものを MacR で分析
し直して，同じ結果になるかどうか検証していただきたい。R のスクリプトが書ける方は，
結果が一致しない場合に，スクリプト自体を検証して，バグや計算間違いなどを報告して
もらえると非常に助かる。結果が全く出力されない場合は，R のスクリプト自体に問題が
ある場合があるので，そのような時は，「Preferences」(図 17) で「Debug Mode」にチェッ
クを入れ，メニューの「Misc」から「Show Latest Script」を選ぶと最後に実行されたスク
リプトが表示が表示されるので，それを確認していただきたい。そのスクリプトを R で直
接実行すれば問題のあるところでエラーが出るはずなので，それを基に解決法を見つけら
れれば報告していただくか，問題点を報告いただければ，開発の助けになるので，お願い
したい。
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4.3 統計分析手法の充実
分析手法の充実には，2 つの側面がある。一つ目は，現在の開発版で実装されていない
分析手法を追加すること。もう一つは，現在実装されている分析手法の結果表示を見やす
くしたり，オプションで設定できる部分などを増やすことである。
実装されていない分析手法としては，R でライブラリとして配布されているものが候補
となるが，それ以外でも実装可能なもの，スクリプトが提供されるものを考慮に入れたい。
ただ，開発者の専門分野もあるため，英語教育や応用言語学で利用される分析手法を優先
させる。この方向性ですでに実装を試みているものに G-Theory (Generalizability Theory) が
ある。現時点では R にライブラリは存在していないが，上記の水本先生のサイトでスクリ
プトが公開されていることと，計算式が比較的導入しやすいものであったため，十分な検
証は終わっていないが，手法の一つとして実装してある。これも，利用者のフィードバッ
クを元に，検証や改良を加えて行きたいところである。
現在実装されている分析手法については，前項でも触れたように，分析手法によって実
装の度合いがまちまちである。特に，開発初期に追加したものは，開発者の R の理解度も
進んでおらず，R の出力をそのまま表示しているだけのものも多い。将来的には，デフォ
ルトでは必要最低限の情報を整理して表示し，オプションでそれ以外の必要な情報も得ら
れるような形にしたい。また，分析によっては，処理の途中で得られた値などを別の分析
などに応用することも考えられるため，最終的な結果だけでなく，分析途中の計算結果の
値を受け取ってデータのテーブルに追加したり，ファイルに書き出したりできるような方
向で調整したい。さらには，現在実装されている機能よりも高度で柔軟な対応ができるよ
うにしたい。例えば，欠損値の扱い方は，現時点では全く考慮されていないので，これを
扱う機能を加えるなどすることを考える。どのように実装すればいいか，何を実装すれば
いいかについても，利用者からのフィードバックを求めたい。

4.4 グラフ機能の充実
グラフに関しては，それぞれの分析で必要なものだけが描けるようにしてあり，必ず分
析結果も表示される。将来的には，グラフだけを描くモードを実装し，データをいろいろ
な形で概観できるようにしていきたい。また，教育などや例などで使えるように，標準的
な分布図なども値を指定して描けるようにしたい。
現在実装されているグラフ描画に関しても，オプションで細かな設定がある程度できる
ようにはしたい。例えば，現在は「Correspondence Analysis」で一部対応しているが，グラ
フのタイトルや，x 軸，y 軸のラベル，点の形や色なども指定できるようにして，見やすい
グラフが簡単に描ける方向で開発を進めていく。
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4.5 結果出力の利用に関して
現状では，結果のテーブル表示は，結果表示ウィンド上である程度見やすいように整形
している。ただ，日本語などの 2 バイト文字が入ると表示がずれる。また，結果のテーブ
ルをコピーして使おうとしても，ペースト先で表示がずれてしまうことがある。そこで，

MacR 上での表示とは別に，テーブルの情報をデータの形で保持し，タブ区切りテキスト
などの利用しやすい形で出力もしくはコピーできるような機能を実装したい。

4.6 R および統計学習ツールとしての応用
他の統計分析アプリケーションとの差別化の一つとして，スクリプトの書き出し機能だ
けでなく，そのスクリプトに分析や結果の解釈に関する情報を表示させるオプションを付
けたい。例えば，環境設定でチェックを入れると R のスクリプトにコメントを入れたり，
結果の表示に簡単な解説を加えたりできるようになると，初学者に取って大いに助けにな
るはずである。これも，一人でできることではないので，利用者の援助が得られればうれ
しい。

4.7 統計分析手法のユーザーによる登録
これは，優先順位は低いが，将来的には，実行させたいスクリプトを規定の書式で用意
して，簡単な設定をすれば，分析手法として追加できるようにしたい。ただし，これは，技
術的な問題もあるため，まずは実現可能かどうかを検証していきたい。

5. 最後に
MacR は，まだまだ開発初期段階で，十分な検証を経ていない。このため，重要な研究で
MacR だけに頼って統計分析をするようなことは避けていただきたい。しかし，基本的な
統計分析に関しては，ある程度問題ないはずなので，統計分析を自習しようとされる方，特
に「外国語教育研究ハンドブック」を片手に進めてみようと考えている方に取っては，十
分実用になるのではないだろうか。
このようなアプリケーションは，利用者のフィードバックや技術的な援助によって開発
が進むため，フィードバックやバグの報告をお願いしたい。
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注

1. https://sites.google.com/site/casualmacr/
2. http://macruby.org/
3. http://www.urano-ken.com/blog/
4. http://mizumot.com/handbook/?page id=85
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