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Abstract An introduction to statistical methods related to studies of soil zoology using R. Kazuya Nishina and Yumiko 

Ishii (National Institute for Environmental Studies， 16-2 Onogawa， Tsukuba， Ibaraki， 305-8506) 

The article introduces the use of a basic statistical technique， Generalized Linear Models (GLMs)， for dealing 

with both numerical population data and presence-absence data to soil ecologists. These mod巴lshave recently become 

more popular for use with ecological studies and in soil zoology. This paper uses simple hypothetical examples and 

some ac旬aldatasets with a sample of R programming cod巴 ina way that allows th巴 readerto study and leam these 

statistical analysis techniques through hands-on methods. We also provide various examples including figures related 

to the observational data， because effective data visualization is the most important part of statistical analysis. The 

first section introduces GLM particulariy as it relates to Poisson and binomial regression analysis. The second s巴ction

presents an example of the use of a Species Distribution Model (SDM)， which allows the prediction of the potential 

spatial distribution of a species. SDMs using presence data of Yamatentomon yamαto (Order Protura) across Japan 

were constructed by two different methods: GLM and random forest， the latter being a type of machine learning. 

Finally， the performances ofthe two models are compared 

Key words: Generalized linear model， Poisson distribution， Binomial， Random Forest， Species Distribution Model 

はじめに

本稿では，実際に土壌動物学の分野で収集されると思

われるデータについて，架空の例題と R(フリーライセン

スの統計解析環境;R Core Team， 2014) を使ったデータ

解析を紹介し実際に手を動かしながらデータの性質に

あった解析方法を学んで頂くことを主題として執筆してい

ます.統計学の手法は日々進歩しているため，統計学のエ

ンドユーザーにとってすべてをフォローしていくことは不

可能です.例えば近年，従来から利用されてきた正規分

布，等分散性を仮定した t検定や分散分析といった枠組み

から，正規分布でない様々な確率分布を利用した解析手法

が本分野でも一般化しつつあります.加えて，機械学習の

様な従来の統計学の範時から大きく外れた分野も生態学で

扱われるようになってきました.しかしながら，このよう

な新しい手法はまだ大学教育でも取り入れられつつある段

階であり，多くの方は独学で、学ぶ他は無かったように思わ

れます.理論的背景を疎かにしてはいけませんが，利用を

前提とする土壌動物研究者にとって統計手法はあくまでも

道具の一つであるため，自分のデータに適用しながら学ん

で行くのが近道かもしれません.そこで本稿は，学会員に

とって馴染みの深い題材を扱うことで心理的敷居を下げ，

新しい手法の学習の取っ掛かりとして利用して貰いたいと

思い執筆しましたそのため，自分が今まさに解析を始め

るときの流れを想定して，図示化から統計処理をするとい

う流れで説明を試みました.一方で、，近年になって初学者

にとっても利用しやすい新しい潮流を汲んだ日本語の参考

書が多く利用できるようになっています(オススメは後述

します) 理論的な背景や， より発展した内容については

他の参考書に任せたいと思います.また本稿は回帰分析の

基礎的な知識に加え， Rを利用した経験がある方を対象と

しており，コードの詳しい説明は省略している箇所が多く

あります.こうした点も参考図書の紹介で補足して頂きた

いと思います.

なお取り扱うデータは多くは架空のものですが，土壌動

物学の代表的な参考書である「土壌動物学への招待(日

本土壌動物学会， 2007) Jで紹介される事例を参考にして

データを作成しました.可能で、あれば皆様のお手持ちの

データに対して実際に適用して頂きたいと思います.また

本稿では解析だけではなく，データ及び解析結果のグラフ
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化も紹介します.この手順によって，読者が対話的にデー

タ解析できるように努めました.コマンド入力は初め戸惑

いがある方もいらっしゃるかもしれませんが， I習うより

慣れろ」で最初は理解できなくてもコードを 自前で打つこ

とをお奨めします.

前段として -GLMとは何か-

近年になって 一般化線形モデル (GeneralizedLinear 

Model; GLM) と言う用語を学会や論文で見る機会が多く

なったように思います GLMと宣言しなくても，実は単

回帰や重回帰も GLMという枠組みに含まれます. この

「一般化」というのは，何を指して一般化なのでしょうか.

「一般化」の大きな意義として様々な確率分布が利用でき

ることが挙げられます.これまでの回帰では応答変数(の

条件付きの分布)が正規分布であることが大前提でした

が， GLMでは正規分布に加えて， 二項分布 (Binomial)， 

ポワソン分布 (Poisson) およびガンマ分布 (Gamma) な

ど， 様々な確率分布を扱って回帰分析を行うことがで

きます.様々な確率分布が使えるメリッ トは後述する章

で説明 したいと思います. GLMと言 うのは Nelderand 

Wedderbum (1972)によって提唱された統一概念で，実際

にはポアソン回帰など，別々に提案されていたものを同じ

呼称でまとめたものです.また近年でもベータ分布を利用

したベータ回帰 (Ferrariand Cribari-Neto， 2004)など，新

しい手法が GLMの一手法と して提案されています.

なお応答変数の確率分布に加えて，説明変数の種類も間

隔 ・比率といった量的変数だけでなく，カテゴリ一変数を

扱った回帰分析も一般化の範障に含まれます.所謂，数量

化何類と呼ばれる解析手法がGLMの中に含まれ， t 検定

(Welchでない)や ANOVAもGLMの枠組みに入ります

よって本稿で紹介する例は，処理区間の比較であれば説明

変数が連続である回帰分析にも利用できますし逆に説明

変数がカテゴリカル変数の例であれば，これまで t検定や

ANOVAを利用していた局面にも利用できるということを

想定して頂ければと思います.

例題 1 処理区間の個体数の差の推定

(ポアソン回帰)

土壌動物に限らず個体数は，生態学的調査では多く存在

する観測値です.土壌動物では ピッ トフォ ール法やツル

グレン抽出法などで得られる観測データがこれに当たりま

す.個体数，すなわちカウントデータを扱う上で重要な性

質は 2つあり ます.一つは非負(正の数)であり， 2つ目

は自然数であるため離散変数となる事です. ここでは，仮

想実験の 2つの処理区におけるリタ ー食ミミズの一種の

個体数の調査結果を考えます.実験は林床でリタ一層を排

除した処理区と何もしないコントロール区を，繰り返しと

して各々 10箇所ずつ設け，一定期間後の個体数をハンド

ソーティング法で調べるというものです 処理区の一つは

無処理区 (Cnt)としもう一つは除去区(Rmv)とします.

まず得られたデータの入力と作図をしてみたいと思いま

す(なお空白の大きさなどは掲載図とは少し異なるものも

あります).データの入力では観測値である個体数とそれ

に付随する情報，つまり処理区を入力します.エクセルな

どの表計算ソフトを使って整理してから Rに読み込ませ

る方法が一般的ですが， ここでは簡略化のため直接 Rに

入力したいと思います.

> count_data <-c(1， 2， 3，1，2，5，2，2，3，0，2， 

2， 1， 0， 0， 3， 0， 0， 1， 1) 

> treatment <-as. factor(c("Cnt"， "Cnt"， 

"Cnt"， "Cnt"， "Cnt"， "Cnt"， "Cntぺ"Cnt"，

"Cnt"， "Cnt"， "Rmv"， "Rmv"， "Rmv"， "Rmv"， 

"Rmv"， "Rmv"， "Rmv"， "Rmv"， "Rmv"， "Rmv勺)

柑 internetに接続する必要があります

> install.packages(、eeswarm"
柑パツケ一ジ呼び出し

> 1 ibrary(、eeswarm"

> beeswar川『町m(count一data均 treatment， 

method = "center"， pch=1~ 

col=c(、lack"，"grey勺)
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図1.各処理群における個体数 (N=lO).

出力される図は微妙に異なるが，以下のコマンドでパッ

ケージを使わずに同様の作図が描ける.
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> stripchart(count_data -treatment， 

method = "stack"， vert=TRUS at=l : ~ 

xl im=c (O . ~ 2.5)， pch=21) 

ここでは見慣れないグラフを作成しました.このグラフ

はストリップチャート の一種で，個体数が少ない時の表現

方法として適しています Bolker (2008)は，横軸が量的

変数の場合. J ittered scatterplotという全点が重ならないよ

うにしたグラフ表現を推奨していますが，図 lはその代表

的な例といえます また，一変数ずつであればヒストグラ

ムを作成するのが最も確実なデータのグラフ表現かもしれ

ません.試しに各処理区のデータの別々にヒストグラムを

作成してみます.

> pa r (mf r ow=c (2， 1)) 

> plot(table(count_data[l :10J)， 

yl im=c(O， 5)， xl im=c(一0.5，5.5)， 

ylab="下Frequency"，xlab="Count for Cnt" 

> plot(table(count一data[口11:20J)， 

yl im=c (~ 5)， xl im=c(ー0.5，5.5)， 

ylab="Frequency"， xlab="Count for Rmv" 

3 

箱ひげ図とよばれる Boxplotを作成する場合もあります

が，今回の例題のように離散変数でサンプル数が少なく，

かっ個体数が少ないサンプル数を扱う場合には，要約統計

量を使ったグラフよりも全点プロッ トがデータの性質を把

握する上で望ましく思います.

作図は定量的な推定をする上での第一歩であり，ある意

味では統計処理よりも重要な作業です.例えば，こうした

変数に対して平均値と分散を図示する事は何を意味するの

でしょうか.よく使われる棒グラフを使って作図してみま

す

> mp <-barplot(tapply(count_data， treatment， 

mean) ， yl im=c(O， 5)， ylab="Frequency"， 

xlab="Count"， names.arg=c("Cnt"，"Rmvづ)

柑各区の平均

> heikin くー tapply(count_data， treatment， mean) 

柑各区の S.D. 

> hensa <ーtapply(count_data，treatment， sd) 

> arrows(xO = mp， x1 = mp， yO = heikin + hensa， 

y1 = h巴ikin-hensa， angle=90， code=3) 
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図2.各処理群における個体数(ヒストグラムによる作図)

Cnt Rmv 
Count 

図3.各処理群の個体数を平均値と S.D.を棒グラフでプロット.

作図コードが複雑になりましたが，あまり気にせずに読

み進んで、下さい.解らなくても問題ありません.

さて， ここまで統計解析的な作業をしていないように思

われるかもしれませんが，実は棒グラフを作成する際に平

均値と分散を求めるという手順自体が，実は既に統計モデ

ルの作成を意味しています.それはデータに対して正規分

布を仮定し平均値と分散といった母数(パラメ ータ)を
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求める行為です.検定を行う際には， こうした母数を利用

して(例えばt検定)，処理区間の推定値や効果量を算出す

ることになります. しかしながら 実際のデータと比較し

てみて気になる点はないでしょうか.例えば， Rmv区では

S.D.の下限が0を跨いでいます.近似的に1.96倍した数値

が95%信頼区間だとすると，いずれの処理区においても負

の値を取ることになります. しかしながら，個体数が負の

値を取ることはありえません. また，仮に平均値が2.53個

体だ、ったとして， その数値の意味する所は何でしょうか.

実際の観測値は， 2個体よりは 3個体である確率が高いと解

釈するべきでしょうか.いずれにせよ，研究を始めてから

多くの人が天下り的に行ってきたであろう誤差を付した平

均値の棒グラフ作成を一度は疑問を持って見直してみて下

さい. こうした実際のデータと推定値の不整合は，求めた

要約統計量(平均値，分散)が適していないと考えること

ができます. カウントデータに対して，正規分布の母数は

十分統計量ではないからです.つまり平均値，分散からで

は元の離散データを再現することができません. これらの

事実から，正規分布の母数を利用する t検定の利用がふさわ

しくないことが容易に想像できるのではないでしょうか.

それでは実際に，カウントデータを解析するには， どの

ようにしたら良いのでしょうか.一つ考えられるのは， Iは
じめに」で触れたように正規分布以外の確率分布を仮定す

ることです.離散変数を扱う確率分布には様々な分布があ

りますが， GLMの枠組みで良く利用されるものはポアソ

ン分布や二項分布，負の二項分布です. この中で単位面積

(単位時間，その他の単位)当たりの個体数，到着数， イ

ベント数などを扱う確率変数としてポアソン分布があげら

れます.ポアソン分布は以下のように定義されています.

μ== k) ==午 k E 仰，3

kは自然数であり p(X= k)は，今回の場合には個体数k

の時の生起確率を意味します.各個体数の生起確率を決め

る母数が Aで， これが分布の形を決める求めたい推定値

になります.正規分布と違って，求めたい母数は lつしか

ありません. Aは平均的な大きさ(個体数)，ぱらつきの

両方を規定します.それでは，実際にポアソン分布を応答

変数に仮定した統計モデルを今回のケースに適用してみま

しょう.今回の試験設定では， treatmentによって Aが変

わるかどうかということを知りたいので，下記のような指

定になります.

> res1く-glm(count_data -treatment， 

fami ly=poisson(1 ink="identity勺)

> summary(res1) 

~省略~

Coefficients: 

Estimate Std. Error z value Pr(>lzl) 

(Intercept) 2.100 0.458 4.58 4.6e-06料牢

treatmentRmv -1. 100 0.557 -1. 98 0.048牢

Signif. codes: O'牢本本. 0.001 .本本. 0.01 .本'

O. 05 • .' O. 1 • • 1 

(Dispersion parameter for poisson fami Iy 

taken to be 1) 

Nul I deviance: 25.333 on 19 degrees of freedom 

Residual deviance: 21.344 on 18 degrees of freedom 

AIC: 63.48 

Number of Fisher Scoring iterations: 3 

GLMは， I応答変数~説明変数」というモデル式の指

定と， Ifamily = Jの部分の応答変数が従う確率分布の指

定の部分で構成されています. ポアソン分布の指定は，

I poisson(link=“identity" )J とします.括弧の中はリンク関

数と言いますが. identityと指定すると，何も変換しない

ことを意味し(次の章で変換する例を紹介)推定値が出力

のまま解釈できます.例えば，上記の glmの指定は処理

区間で個体数が違うと仮定したモデルで， reslという引数

に計算結果を代入しています.この結果の引数に対して，

summaryOという関数を適用すると， glmの推定結呆の詳

細を見ることができます.出力の中頃にある Coe伍cients

の欄にモデルの推定があり， ここでは InterceptはControl

の時の Aの値を意味し， treatmentRmvはコントロールか

らの差分を意味します(切片として基準となるのは何も指

定しなければアルファベット順で先にくるものになりま

す). よってコントロールの Aは2.1，処理区の Aは1.0

(2.1 -1.1)であると解釈できます.

実は今回のケースでは 2つの統計モデルを考えること

ができます.一つは 2つの処理区間に差があるケース(先

に解析した例)ですが， もう一方は 2つの処理区間に差

がないと考えるケース (resOとします)です. resOは帰無

(null) モデルと呼ばれるもので，所謂検定における帰無

仮説に相当するものです. GLMでは様々な組み合わせの

モデルを作成し推定したモデルの実際のデータへの当て

はまりなどを規準としてモデル選択を行うことが一般的で

す.少し回りくどいですが，モデル選択によって支持され

たモデルを解釈して説明変数の応答変数への影響を評価す

る必要があります.それでは帰無モデルを推定します.

> resO <-glm(count_data -1. 

fami ly=poisson(1 ink="identity勺)

> summary(resO) 
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Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 'キ'

0.05 ' .' 0.1 ' ， 1 

(Dispersion parameter for poisson fami Iy 

taken to be 1) 

Nul I deviance: 25.333 on 19 degrees of freedom 

Residual deviance: 25.333 on 19 degr巴esof freedom 

AIC: 65.47 

glmのモデル式の指定で1"count_ data ~ 1 Jとなっていま

すが，先述の1"treatmentJの代わりに I"IJとなっています

ここが， どちらの処理区にも違いがない，切片だけの帰無

モデルとして指定する箇所です.よ って， resOの切片はす

べてのデータをまとめた lの推定値が推定されています.

さて. 2つのモデルを推定しましたが，どちらがより 当

てはまりがよく，適切なモデルかを判定するために尤度比

検定を行います 尤度比検定は先に求めた母数の最尤推定

値を用いて， 2つのモデルの尤度(つ まり当てはまり)の

比をと って検定を行う方法です. この尤度比が lとなる

ケースが棄却されれば， 2つのモデルの当てはまりが違う

と判断します.なお比較する 2つのモデルは基本的に，今

回のケースにあるように包含関係のあるモデルに限られま

す.Rでは anovaO関数を用い. test=" LRT"と指定すると

尤度比検定を行うことが出来ます.

> anova(resO， res1， test = HLRT
H
) 

Analysis of Deviance Table 

Model 1: count data -1 

Model 2: count_data -as. factor(treatment) 

Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi) 

19 25.333 

2 21.344 1 3.9896 0.04578 * 18 

Signif. codes: 0 ‘牢牢*' 0.001 ‘*キ， 0.01 '*' 
0.05 ' ， 0.1 ‘， 1 

結果は帰無モデルと比べ処理区間で個体数が異なると

いうモデル resl(ここでは Mode12となっている)はresO

と有意に異なり (p= 0.046). devianceも小さく (Devの

列の数値を参照)当てはまりが良いことが確認できたの

で， 1"処理区間に統計的な有意差がありそうだ」と結論付

けることが出来ます.同じようにモデル選択の文脈から，

5 

AICを比較してモデル選択することが出来ます.AICは

低いほど，予測性能が良いことを意味します.今回の解

析で summary0の出力結果をみると， それぞれ resOが

65.47. reslが 63.48とな っており，尤度比検定の結果と

同じモデルを選択します.

最後に，モデルによる推定結果と実際のデータの結果に

ついて視覚化して比較してみたいと思います 推定結果

は，ポアソン分布の確率分布関数を利用することによ って

図示化することが出来ます.

> par(mfrow=c(2， 1)， mar=c(4，4，1，2)) 

> plot(table(count_data[l :10])， yl im=c(O， 5)， 

xl im=c(O， 8)， ylab=H下FrequencyH

xlab=HCount for CntH， xaxt=川H

> axis(side=l， at=0:8， 

labels=c(0，NA，2，NA，4，NA，6，NA，8)) 

> par (new=TRUE) 

> p I ot (x=O: 8+0. 2， 

y=dpois(0:8， coef(res1) [1])， type=市H
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図4.観測値と GLMの推定値の比較.
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col="greyぺIwd=2，xl im=c(O， 8)， xaxt=市"，

yaxt=、"， xlab=NA， ylab=NA) 

> axis(side=4， at=(0:3)/10) 

> mtext (s i de=4， I i ne=2， "Prob. ") 

> legendCtopright"， pch="I"， 

col=cCblack"， "grey勺， I egend=c (" Obs"， "GLM")) 

> plot(table(count_data[11:20])， ylim=c(O， 5)， 

xlim=c(O， 8)， ylab="Frequency" 

xlab="Count for R印耐加I町mv"，xaxt= 市H 

> axis(side=1， at=0:8， 

labels=c(0，NA，2，NA，4，NA，6，NA，8)) 

> pa r (new= TRUE) 
> plot(x=0:8+0.2， 

y=dpois(0:8， coef(res1) [1]+coef(res1) [2])， 

type=市"， col="grey"， Iwd=2， xl im=c(O， 8)， 

xaxt="n"， yaxt=、"， xlab=NA， ylab=NA) 

> axis(side=4， at=(0:3)/10) 

> mtext (s i de=4， I i ne=2， "Prob." 

この様に， GLMの枠組みでより適切な確率分布を使用

することによって，より尤もらしい推定，比較が可能にな

りました.結果の有意性の有無の如何を問わず，実際の

データの再現度が高いということも， GLMを使う意義と

して重要なポイントです.

ただし個体数が非常に大きな対象(例えば 1000個体

以上)を扱う場合には正規分布を仮定した線形モデルを利

用しでも問題ありません.ポアソン分布は個体数(サンプ

ル数ではなく)が十分に大きい場合には正規分布に近似で

きることが知られています (e.g.，Bolker， 2008). 

例題2 二項目帰を用いた環境因子が性比に与え

る影響の推定

続いて，二項分布を応答変数に仮定する解析例を紹介し

ます.二項分布が適用できるデータは，観測値が Oと1か

らなる在・不在のデータや，表現形が赤や黒になるような

2つのカテゴリーを持つ二値のデータがあります.これら

は所謂ロジスティック回帰の枠組みで解析されてきた内容

で，この後の章で扱われるデータ形式です.加えて，割合

データも二項回帰で扱うことができます.ここで扱える割

合デ}タとは，ある個体数が把握された個体群中(あるい

はサンプル中)におけるオスの割合など， 自然数 vs自然

数の割合で表される形式のデータです.例えば個体群の生

死の割合データなどが考えられます.

このようなデータを扱える応答変数として二項分布があ

ります.二項分布の確率密度分布関数は以下のように定義

されます.

p(X = k) = (n) pk(1 -pt-k 
¥kノ

o s p壬1，kε0，1，2，3...N 

この節では，二項分布を使った GLMで，環境要因が性

比にあたえる影響を調べてみます.実験として，様々な飼

育温度の生育下でワラジムシ A種に産卵させ， blood (一

腹卵数)に含まれる性比を観測します. ここで得られる

観測値は， 生育温度毎に各 bloodに含まれる子の数Nと

そこに含まれるオス (orメス)の数が観測値になります

先ほどと同じように，まずRにデータを入力してみます.

柑 bloodの子の数

> N <一 c(21 ， 22 ， 2~ 1&21， 1~21 ， 1~ 14，31， 

29，15，12，17，20) 

柑 bloodのオス数

> male_data <一 c(13，10， 11， 11， 15， 13， 14，8， 

11，18，11， 8，7，12，12) 

柑生育温度

て0830 の 。
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図5. 生育温度と一親あたりの托卵数(上)および托卵数に
占めるオスの割合(下)の関係.
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るものでも 同様です 例えば，後述する生物分布の解析例

では多変量を扱います. リンク関数には様々な物がありま

すが，いずれも一∞から∞の値を取りうる線形予測子をリ

得られたデータを図示してみま しょう . ンク関数で制限してあげることで， 目的のパラメ ータの値

域内に治める役割持っています. このように， 一般化線形

> par(mfrow=c(2， 1)) モデルでは，実は非線形の関係も一部で扱う事になります.

> plot(x， N， xl im=c(20， 30)， 解析結果は以下のようになります.

> x <-c(23. 9，23. 7，22. 5， 24. 7， 24. 7，29.9，26.3， 

25.4，29.1，23.9，21.3，27.5，25.9，25.4，25.3) 

ylab="可Offspringin each blo∞od"， xlab="Temp" 

> plot(x， male一data/N，y 1 i m=c (ω0， 1)， > summary (res) 

xl im=c(20， 30)， ylab="Pr叩 ortionof male"， ~省略~

xlab="Temp勺 Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>lzl) 

生育温度上昇と共に blood内におけるオス比率の上昇が (Intercept) -4.7194 1.4865 -3.17 0.00150料

観察されています.一方で blood当たりの子の数が減少し x 0.2059 0.0601 3.43 0.00061 *牢牢

ていることが見てとれます.本データは架空のデータです

が. Riguad et al. (1997)で行われた生育温度がワラ ジムシ

の子孫の性比に与える影響を調べた研究を参考に していま

すーこの横軸の温度影響を説明変数と して，応答変数を性

比 (オスの割合)として解析してみます 以下が解析コー

ドになります.

> r es く- g 1 m (cb i nd (ma 1 e_data， N-ma 1 e_data) -x， 

fami Iy=binomial (1 ink="logit勺)

ポアソン分布の時と同じように，モデル式の指定と確率

分布の指定を行います. ここで先ほどの GLMと異なる点

が2点あります.一つは，応答変数の指定が icbind (male_ 

data， N-male_data)J となっていて 2列の行列になってい

ます ただし応答変数がoor 1である場合には，このよ

うな指定は必要ありません もう一点は ibinomialOJで

ilogitJと指定している所です. これは リン ク関数を指定

しています.二項分布の GLMでは，母数 pを線形モデル

としているのですが， この生起確率 pはO三p三lの閉区

間しか取らず，それ以外の数値は定義上許容しませんし

たがって. aX+bという線形予測子を pに仮定すると発散

してしまうケースが生じる可能性があります. そこでリ

ンク関数の登場です. リンク関数に logitを指定するとロ

ジッ ト関数を使用することになりますが，その内容とは以

下の式を示します.

l 
p =  

1 + e一(aX+b)

ロジッ ト関数を利用することによ って. aX+bに従った

単調増加 (減少)の程度を表現するとともに， どのよう

な値をとっても pが [0，1]になる ように収まります.この

i aX+bJを線形予測子という呼び名で呼びます. また， こ

の例では説明変数が一つですが，複数ある重回帰に相当す

Signif. codes: 0' ***' 0.001 ' **' 0.01 '*' 
0.05 ' .' 0.1 ' ， 1 

(Dispersion parameter for binomial fami Iy 

taken to be 1) 

Null deviance: 19.1557 on 14 degrees of freedom 

Residual deviance: 6.3824 on 13 degrees of freedom 

AIC: 59.76 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

ここでは， ロジットリンクの中身(つまり線形予測子)

の母数推定結果が表示されています.この結果を用いて，

実iJ[1j値との比較を行うために図示化したいと思います

> plot(x， male_data/N， xl im=c(20， 30)， 
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図6.GLM (二項回帰)の予測結果.
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y 1 i m=c (0， 1)， y 1 ab="Pro叩portionof male"， 

xlab="Temp" 

柑予測結果範囲の指定

> new_xく-seq (20， 30， 1 ength=200) 

柑 pを推定するロジット関数を定義

> p_pred <-function(x){ 

1/ (1+exp (一(coef(res) [2]牢x+ coef(res)[l])))} 

柑各温度条件で 100個体生まれたとして算出

> 1 ines(new_x， qbinom(p=0.5， size=100， 

prob=p_pred(new_x))/100， col=3) 

得られた結果の解釈をしたいと思います.先の例題の

様に Nullmodel (切片だけのモデル Icbind (male_data， 

N-male_data) ~ 1Jと指定)を計算して， 2つのモデルの

尤度比検定を行なうという手順は省略させて頂きます.こ

こでは説明変数である飼育温度が尤度比検定からも説明変

数として有効で、ある確認とした上で，その効果を定量的に

評価してみたいと思います.

柑 30
0

Cの時のオッズ比

> exp(coef(res) [2]牢30+coef(res)[1]) 

X 

4.291695 

柑オッズ比の 95目C.I.

> exp(confint(res) [2，]本30+rev(confint(res)[1，])) 

2.5覧 97.5目

2.3655548.192132 

上の式で求めたのはオッズ比と呼ばれる値で，オスの生

まれる確率が何倍高いかという値を示します.この推定値

から 30
0

Cで生育した場合には， 4.29倍 (95%CI:2.36-8.19 

倍) オスが生まれやすいという推定結果となります.

GLMで推定された母数からだけでは，効果の大きさが実

感できませんが，オッズ比を求めることで生態学的な意義

も推測できるようになります.このように GLMの推定で

は，モデルや母数が有意かどうかに留まらず，説明変数の

効果の大きさを定量的に把握することが重要です.

例題 3 GLMとランダムフォレストを用いた生物
の分布予測

次に， GLMによる解析の応用事例として，ヤマトカマ

アシムシ (Yamatentomonyamato) という土壌生物の日本

における分布予測モデルを紹介します.種の分布モデル

(Species Distribution Model， SDM)は，生物の分布域を複

数の環境要因で説明するモデルです.例えば，ある生物の

在地点の'情報が分かつているとき，生物の分布に気温や降

水量，植生や地形などが影響すると考えて分布予測モデル

を構築すれば，その生物の未調査地域での生息域を推定

することができます. SDMは近年，保全のための生息域

推定や外来種の分布拡大予測など様々な用途に利用され

ています. ここでは，ヤマトカマアシムシの在データを

イ吏って GLMと機械学習の一種であるランダムフォレスト

によって分布予測を行います.本解析で用いるヤマトカマ

アシムシの在データは架空のデータではなく， 中村修美

博士らに提供していただいた日本全国のヤマトカマアシ

ムシの実際の採取地点データを使用します (e.g.，Kaneko 

et al.， 2012) .ヤマトカマアシムシは土壌中に生息する微

小な節足動物で， その分布に関連しそうな環境要因とし

て，年最低気温，年最高気温，年降水量，標高という複数

の要因を説明変数とすることにします.以降の解析では地

理データを扱うための rasterや，ランダムフォレストの解

析を行うための randomForestなどRのパッケージを利用

します. これらのパッケージを使用するためには， install 

packages(“raster" )などとしてあらかじめパッケージをイ

ンストールしておく必要があります.

3.1.在データパックグラウンドデータとクロスバリデー

ションの準備

まずは，ヤマトカマアシムシの分布データを読みこみま

す."yamatokama _p.csv"には，ヤマトカマアシムシの在地点

データが保存されています.下記のように ωvファイルを読

みこんでみましょう (yamatokama_P.csvはhttp://soilzoology.

jp/yamatokama _P.csvからダウンロードできます). 

柑在データのよみこみ

> p <-read.csv(fi le=url 

(''http://soilzoology. jp/yamatokama_p. csv")， 

header=T) 

> nrow(p) 
[1] 87 

> head(p) 
pa x y max_temp min_temp precip alt 

1 1 142.4743.59 25.5 -14.0 1115 239 

2 1 139.46 35.56 30.3 -1.4 1486 76 

3 1 138.36 37.92 

4 1 138.56 37.31 

5 1 135.6534.30 

6 1 135.8734.39 

28.5 

29.3 

29. 7 

29.5 

-1.9 1847 180 

-3.5 2215215 

-0.3 2026312 

-1.2 2165 369 

pの内容を表示してみると， 日本におけるヤマトカマア

シムシの在地点 87点の緯度と経度，その地点の年最高気

温max_temp，年最低気温min_temp，年降水量precip，標
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図7.採取地点データ(左)とパックグラウンドデータ(右)• 

高 altが保存されています この分布データでは，在地点

だ、けが分かつていて不在地点のデータがありません.不在

地点の特定は難しく ，分布データに不在地点の情報がな

いことはよくあることです.BIOCLIM (Busby 1986)や

MAXENT (Phillips et al.， 2006)など，在データのみで解

析を行うことができるモデルもありますが， GLMやラ ン

ダムフォ レストでは不在データを必要とします. その場

合，調査地域からサンプリングを行ってパックグラウンド

データとし，在地点はこれらの平均的な環境より生息確

率の高い地点と考えてモデリングを行うことができます.

パックグラウンドデータの生成方法は，調査地域からラン

ダムにサンプリングを行う他に，在地点のサンプリ ングバ

イアスを考慮して在地点の近傍からサンプリングする方法

などがあり ，GLMやラ ンダムフォレストなど使用するモ

デル化の手法や在地点のサンプリングバイアスを考慮して

予測精度の良いサンプリング手法やパックグラウンド点数

を検討する必要があります. 詳しくは Barbet-Massinet al. 

(2012)などを参照してください. ここでは簡単のため，

てφコ
コ
」喝4r園:u
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寸
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ヤマトカマアシムシ分布のパ ックグラウンドデータとし

て， 日本列島から在地点と同程度の 100点をランダムに

サンプリングした Iyamatokama_bg.csv Jを読み込みます

(yamatokama _ bg.csvはhttp://soilzoology.jp/yamatokama_ 

bg.csvからダウンロードできます)• 

柑パックグラウンドデータの読み込み

> bgく- read.csv(fi le=url 

("http://soilzoology.jp/yamatolくama_bg.csv")， 

header=T) 

これらの在地点とパックグラウンドを日本地図上にプ

ロットして確認してみまし ょう. 日本地図をプロ ットす

るためには，shape fileをgetDataO関数を使って GADM

(http://www.gadm.org/) からダウンロードします(イ ン

ターネ ットに接続する必要があります)• 

柑 rasterパッケージを読み込む (getData使用のため)
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> I ibrary(raster) 

柑日本地図のシェイプファイルをダウンロード

> JPN <-getData(‘GADM'， country=‘JPN'， I eve I =1) 

> par(mfrow=c(1，2)) 
柑在データをプロツ J 卜

> plot(c(128， 145)， c(29， 45)， xlab="Longitude"， 

ylab="Latitude"， axes = F， type="n"， asp=1， 

m悶n悶ain="Presencepoints" 

> plot(JPN， xl im = c(128， 145)， yl im = c(29， 45)， 

col=三ray90"，add=T) 

> points(p$x， p$y， col="blue"， pch=20， cex=1.5) 

> axis(1) 
> ax i s(2) 

> box() 
柑不在データをプロット

> plot(c(12~ 146)， c(25， 46)， xlab="Longitude"， 

ylab="Latitude"， axes=F， type="n"， asp=1， 

m問l陥ain="Backgroundpoints" 

> plot(JPN， xl im = c(128， 145)， yl im = c(2~ 45)， 

col=三ray90"，add=T) 

> points(bg$x， bg$y， col="gray50"， cex=1) 

> axis(1) 
> axis(2) 

> box() 

また. GLMとランダムフォレストによって構築した

モデルの予測性能を比較するため， クロスバリデーショ

ン(交差検証)を行います.クロスバリデーションでは，

データをモデル構築用の訓練データとモデル評価用のテス

トデータに分割し訓練データで構築したモデルを使って

テストデータに対する予測を行い，予測の精度を評価しま

す.これによって，モデルが訓練データに対する過学習を

起こすことなく新しいデータに対してどれだけ正しい予測

をできるかが評価できます.クロスバリデーションの方法

はいくつかありますが，ここでは最もよく使われる k分割

交差検証の方法を説明します.次のようにヤマトカマアシ

ムシの在データとパックグラウンドデータを 5分割して l

つをテストデータ itestJ. 残り 4つを訓練データ itrainJ

とします (5分割交差検証). これを 5回繰り返して結果

を平均しますが， まずは次のように 1回分の trainデータ

とtestデータを作成し この trainデータを使って GLM

とランダムフオレストの推定を行ってみましょう.

柑 dismoパッケージを読み込む (kfoI d， eva I uate使用の

柑ため).事前にインストールが必要

> I ibrary(dismo) 

> k <-5 

柑在データの分割

> set. seed (200) 
> group.p <-kfold(p， k) 

> train.p <一 p[group.p!=2，]

> test. p <一 p[group.p==2，]

柑パックグラウンドデータの分割

> set.seed(200) 
> group.bgく-kfold(bg， k) 

> train.bg <一 bg[grouP.bg!=2，]

> test.bg <一 bg[grouP.bg==2，]

柑訓練データとテストデータの作成

> train <一 rbind(train.p，train.bg) 

> test <ー rbind(test.p，test.bg) 

3.2. GLM 

はじめに. GLMによる分布予測モデルを考えてみます.

応答変数にヤマトカマアシムシの在データとパックグラウ

ンドデータを 1とOで表した値paを指定した二項回帰(ロ

ジスティック回帰)を行います.前述した解析例では説明変

数は生育温度の一つだけでしたが，今回のモデルでは説明

変数として4つの環境因子(年最低気温，年最高気温，年

降水量，標高)を考えます.説明変数が複数の場合.GLM 

では互いに相関の高い説明変数が含まれると係数が正しく

推定できないなど多重共線性の問題が起こるため，説明変

数聞の相聞を確認する必要があります.次のようにヤマトカ

マアシムシのデータで説明変数聞の相闘を計算してみます.

柑説明変数聞の相関係数を計算する

> cor(train[， 4:7]) 

max_temp min_temp precip 

max_temp 1.0000 0.8758 0.2305 

min_temp 0.8758 1.0000 0.4557 

preclp 0.2305 0.4557 1.0000 

alt 一0.5676 一0.5159 0.2600 

alt 

一0.5676

一0.5159

0.2600 

1.0000 

結果をみると.max_tempとmin_tempの聞の相関が強い

ことがわかります.そこで，説明変数から min_tempを取

り除くことにして，残った 3つの説明変数でロジスティッ

ク回帰モデルの推定をしてみます.各説明変数の効果は線

形予測子の中で和として表現され.Rのコードでは次のよ

うに指定します.

> fit.glmく-glm(pa -max_temp + precip + alt， 

data=trai~ family =binomial(1 ink="logit勺)
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> summary(fit.glm) 

Call: 

glm(formula = pa -max_temp + precip + alt， 

fami Iy = binomial (1 ink = "Iogit")， 

data = train) 

Deviance Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

1.7575 -1.0912 -0.5114 1.0587 2.0347 

Coefficients: 

Estimate Std. Error z value Pr(>lzl) 

(Intercept)-4.97881486 2.02481004 -2.459 0.01394本

max_temp 0.243580390.07796769 3.1240.00178 牢牢

precip -0.001255060.00055841 -2.2480.02460ヰ

alt 0.000089460.00071509 0.1250.90045 

Signif. codes: 0 ‘料ヰ， 0.001 ‘キ牢， 0.01 ‘本'

0.05 ' ， 0.1 ‘， 1 

(Dispersion parameter for binomial fami Iy 

taken to be 1) 

Null deviance: 205.75 on 148 degrees of freedom 

Residual deviance: 187.25 on 145 degrees of freedom 

AIC: 195.25 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

推定された係数の値を先の例題のように解釈すれば，ヤ

マトカマアシムシの存在確率は最高気温が高いほど増加

し (1度高いと1.28倍)，降水量が増加すると減少する (1

ミリ多いと 0.99倍)と推定されていることがわかります.

先の例題では尤度比検定を紹介しましたが，ここでは説明

変数を加えたり除いたりして AICの値を最小にするモデ

ルを選択するステップワイズ法を実行してみましょう.こ

れによって，応答変数に大きな影響を与え分布域を決定す

る重要な変数を考察することができます.

持井 forstepAIC 

> 1 ibrary(MASS) 

> fit.glm <-stepAIC(fit.glm， direction=市ackwardづ

Start: AIC=195.25 

pa -max_temp + precip + alt 

Df Deviance AIC 

-alt 1 187.26 193.26 

<none> 

-preclp 

187.25 195.25 

192.97 198.97 

-max_temp 1 198.09 204.09 

Step: AIC=193.26 

pa -max_temp + precip 

Df Deviance AIC 

<none> 187.26 193.26 

-precip 1 193.86 197.86 

-max_temp 1 203.50207.50 

選択されたモデルは，説明変数から標高を除き，最高気温

と降水量だけで分布確率が説明されるモデルでしたこのよ

うに stepAICは変数選択の参考になりますが，実際にどのよ

うな環境要因が分布域を決定しているかを議論する場合に

は，既知の生態的情報から変数の妥当性や交互作用などを充

分に検討して慎重に変数を選択する必要があります.

次に，構築した GLMを使って日本におけるヤマトカマ

アシムシの分布確率を予測してみます.地理情報は， raster 

パッケージを利用し raster形式のデータとして扱うのが

便利です. 世界の気象に関するデータは， iWorldClimJ 

(http://www.worldclim.org/)というデータベースから raster

データをダウンロードして使用できます. ラスターデー

タは， 上記URLから手動でダウンロードすることもで

きますし， getDataO関数を使用して R経由で直接取得す

ることもできます. ここでは， 次のように WorldClimか

ら予測に必要なデータをダウンロードして準備します.

yamatokama __P.csvやyamatokama_ bg.csv は， このラスター

を使って各地点、の変数の値を抽出したものです.方法につ

いて詳しくは H討mansand Elith (2013)やrasterパッケージ

のextractO，sampleOなどのヘルプを参照してください.

開標高データのダウンロード(標高データの値は GLMの予

柑測では使用しなL、)

> altく-getData(‘worldcl im'， var=‘a 1 t'， res=5) 

柑気温と降水量データ (bi oC 1 im)のダウンロード

> bioく-getData(‘wor Idcl im'， var=‘b i 0'， res=5) 

柑 bioの rasterデータは 19のレイヤーからなっている

> names(bio) 

[1] "bio1" "bi02" "bi03" 市i04" 百i05"

[6]百i06" 百i07" "bi08" "bi09" もio10"

[11]市io11""bio12" "bio13"市io14"百io15"

[16] "bio16" "bio17" "bio18" "bio19" 

柑使用する raster(bi05: 最高気温， bi06: 最低気温，

柑 bio12:年降水量)だけ取り出す

> bio.use く一 d r opLaye r (b i 0， c (1 : 4， 7: 11， 13: 19) ) 

帥分かりやすいようにレイヤーの名前を変更

> names(bio.use) くー c (" max_ temp"， 

"min一_temp"，、recip"

柑温度は 1叩0倍の値で保存されているため， bi05とbi06の

柑値を 1/10に

> bio.useく-scale(bio.use， center=F， 
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scale=c(10， 10， 1)) 

柑 altとbio.useのレイヤーを統合

> rく-addLayer(bio.use， alt) 

柑世界のデータから日本付近の範囲だけ取り出す;

柑経度の西端，東端，緯度の南端，北端を指定

> eく- extent(127， 146， 25， 46) 

> rj くー crop(r， e) 

4つの変数の レイヤーからなる日本地域のラスタ ーデー

タりが準備できま した. plot 0でこのラ スターデータを

プロットする ことができます

開 rjの4つの気象値をプロッ卜

> plot(rj) 

説明変数となるラスタ ーηの準備ができたので， この

ラスタ ーを使って日本各地のヤマトカマアシムシ分布確率

を予測してみます.

料分布確率の推定

> predict.glm くー p r ed i c t (r j， f i t. g I m， 

type="response" 

計算された分布確率予測をプロッ トします.少し面倒で、

すが，こ こではラス ターデータのプロットに便利な幾つか

のパ ッケージを使用するため，下記のパッケージを事前に
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図 9.GLMによって予測されたヤマトカマアシムシの分布確率(左)と分布確率から予測される在(青)/不在(灰色)地域の予測マツ
プ(右).在地点を+でオーバープロ ットした.

インストールしてください.

柑 rasterVisパッケージを読み込み (Ievelplot使用のた

柑め )

> I ibrary(rasterVis) 

柑 colorspaceパッケージを読み込み(rasterTheme使用の

柑ため )

> I ibrary(colorspace) 

柑 gridExtraパッケージを読み込み(grid. arrange使用の

柑ため)

> I ibrary(gridExtra) 

柑色の設定

> myThemeく- rasterTheme( 

region=rev(sequential_hcl(10， power=2.2))) 

柑 GLM:分布確率のプロット

> pl くー levelplot(predict.glm， margin=FALSE， 

par. settings=myTheme， 

main="GLM: Probabi I ity of presence勺 +

I ayer (sP. po I ygons (JPN， I wd=O. 8， co I =‘gray30' )) 

柑 GLM:在 /不在地域のプロッ卜

> e.glm <-evaluate(p=p， a=bg， fit.glm) 

柑感度と特異度 (後述)の合計が最大になる闇値を計算

> trく- threshold (~gl~ "spec_sens" 

> tr. I ogi t <←一 1/(1+exp(一tr))

> myat <ー c(O，tr. logi t， 1) 

柑在地点

> PP くー SpatiaIPoints(cbind(p$x， p$y)) 

> p2 <ーlevelplot(predict.glm，margin=FALSE， 

at=myat， par.settings=myTheme， 

main=可LM:Classed presence/absence勺+

layer(sp.polygons(JPN， Iwd=O.8， col=‘gray30')) + 

layer (s~points (PP， col="orangeぺ
pch=3， cex=l. 2)) 

柑並べて表示

> grid.arrange(pl， p2， ncol=2) 

3.3.ランダムフォレス卜

ランダムフォレストは回帰や分類などに用いられる機械

学習アルゴリズムの一つで，データをツリー構造で分類す

る決定木を複数組み合わせた手法です CBreiman，2001). 

近年ではバイオインフォマテイクスや画像解析などの広い

分野で利用されており，生物の分布予測モデルの構築にお

いても GLMとは異なったいくつかの利点があります.例

えば説明変数や応答変数の確率分布の仮定を必要としな
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図 10.ランダムフォレストによ って予測されたヤマトカマアシムシの分布確率(左)と分布確率から予測される在 (青)/不在(灰
色)地域の予測マップ(右).在地点を+でオーバープロットした.

い，非線形な影響を考慮することができる，説明変数聞に

複雑な交互作用がある場合やサンプル数が少なく説明変数

が多い場合な どに予測精度が良いといった点です (Culter

et al.， 2007). Rでは randomForestパ ッケージを使って次

のように簡単に実行することができます. randomForest 

パッケージを予 じめインスト ールしてください.

開 randomForestパッケージを読み込み (randomForest，

柑 varI mp円ot，partialPlot使用のため )

> I ibrary(randomForest) 

> set.seed(2) 

> fit. rfく- randomForest(factor(pa)ーmax_temp+ 

min_temp + precip + alt， data=train) 

> fit.rf 
Call: 

randomForest(formula = factor(pa) -max_temp + 

min_temp + precip + alt， data = train) 

Type of random forest: classification 

Number of trees: 500 

No. of variables tried at each spl it: 2 

008 estimate of error rate: 29.53覧

Confusion matrix: 

o 1 c I ass. error 

o 60 20 0.2500000 

12445 0.3478261 

GLMと同様に，ヤマトカマアシムシ分布確率を推定し

ます.ランダムフォレストは分類モデルと回帰モデルを作

成することができますが. factor型の応答変数を指定した

場合，在 ・不在を予測する分類モデルになります.

柑在地域と不在地域の推定

> predict. rf <ーpredict(rj，fit.rf) 

柑分布確率の推定 :type=" prob"と指定

> predict. rf. p <-predict(r j， fit. rf， 

type=、rob"，index=l :2) 

> predict.rf.p <ーdropLayer(pr巴dict.rf. p， 1) 

分布確率と分布域をプロットします.

柑 RF:分布確率のプロット

> p1 くー levelplot(predict. rf. p， margin=FALSE， 
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また，部分従属プロットを書くことで，変数が分布確率

に与える影響を可視化できます.

個体数・在不在データに使える統計手法

> par(mfrow=c(2，2)) 
> partiaIPlot(fit. rf， pred.data=train， 

x. var="max_tempぺplot=T，which.class=1) 

> partiaIPlot(fit. rf， pred.data=train， 

x. var="min_temp"， plot=T， which.class=1) 

> partiaIPlot(fit. rf， pred.data=train， 

x. var=、recip"，plot=T， which. class=1) 

> partiaIPlot(fit. rf， pred.data=train， 

x. var="al t"， plot=T， which. class=1) 

par.settings=myTheme， 

main="RF: Probabi I ity of presence勺+

layer(sp. I ines(JPN， Iwd=O.8， col=‘gray30')) 

> myat く一 c(O， 0.5， 1) 

柑 RF:在地域のプロッ卜

> p2 <ー levelplot(predict.rf.p， margin=FALSE， 

at=myat， par.settings=myTheme， 

main="RF: Classed presence/absence勺+

I ayer (sP. po I ygons (JPN， I wd=O. 8， co I =‘gray30')) + 
layer(sp.points(PP， c∞ol="or悶a加nge"
pch=3， cex=O.5)) 

柑並べて表示

> grid.arrange(p1， p2， ncol=2) 
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分布推定は GLMと一致する部分もありますが，ランダ

ムフォレストでは北海道などの在地点も分布域として推定

されているようです.

GLMによる解析では回帰式が推定され，決定木解析では

結果の樹木モデルが図示されますが，ランダムフォレスト

では推定されたモデルにおける変数と予測結果の関係がブ

ラックボックスになり解釈が難しい面があります (Cutleret 

al.， 2007). 推定されたランダムフォレストにおける各変数

の影響を考察したいときには，変数重要度プロットや部分

従属プロット (partialplot) を利用することができます.変

数重要度プロットでは，在不在の分類に寄与する変数の重

要度を次のようにプロットすることができます.

電t

守> par(mfrow=c(1， 1)) 

> varlmpPlot(fit. rf， main="Variable importance") 1 000 1500 2000 

開a[t"

500 3000 1000 1500 2000 2500 

ftprecip" 

図12. 各変数の部分従属プロット.それぞれ年最高気温(左
上).年最低気温(右上).年降水量(左下).標高(右下). 

部分従属プロットは感度分析のようなもので，縦軸は

各変数の値を変化させたときの在確率(クラス 1に分類

される確率)の変化を表しています. グラフ下部のラグ

は観測点の十分位数を示しています. このグラフを見る

と，最高気温の正の効果と降水量の負の効果がみられ，

これらの変数の効果は GLMによる推定と一致している

ようです. ランダムフォレストでは部分従属プロットに

非線形の応答が推定されることもあり. GLMと違って非

線形の効果があってもそのまま適用することができます.

GLMで非線形な効果を扱うためには，高次回帰やリンク

関数など非線形性の仮定を考慮する必要があります.

Variable importance 

MeanDecreaseGini 

図11. ランダムフォレストにおける変数の重要度 (Gini係数
の減少量)• 
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3.4.モデルの予測評価

最後に， テス トデータを使って GLMとラ ンダムフォ

レス トの予測精度について評価してみましょう. モデル

によって予測されたクラスと実際のクラスを比較して表 l

のような混同行列 (confusionmatrix) を作成 します. モ

デルの予測が正確であるほど，混同行列の対角線上にあ

る塗りつぶし部分に分類されるサンプル数が多くなりま

す.感度 (sensitivity) は実際に陽性であるサンプルのう

ち， 陽性であると正しく予測されたサンプルの割合 TP/ 

(TP+FN). 特異度 (specificity)は実際に陰性であるサン

プルのうち，陰性であると正しく予測されたサンプルの割

合 TN/ (FP十TN) です. GLMとランダムフォレス トの混

同行列と感度 ・特異度を次のように計算します

表 1.混同行列.

孟?ご? Presens巴 Absens巴

Presense τ1・uepositive (TP) Fa1se Negative (FN) 

Absense Fa1se positive (FP) なueNegaもive(TN) 

柑テストデータに対する GLMを用いたモデルの予測値を

柑計算

> predicted.glm <-as.numeric(predict(fit.glm， 

newdata=test) > tr) 

柑テストデータに対するランダムフォレストを用いたモ

制デルの予測値を計算

> predicted. rf くー predict(fit. rf， newdata=test) 

柑混同行列と感度 ，特異度を計算する関数を定義

> confusion <-function(pred) { 

tく- tabl巴(pred，test$pa) 

TP くー t [2， 2J 

FP <ーt[1， 2J 

TN <ーt[1，1J

FN くー t[2，1J 

sensitivity くー TP / (TP + FN) 

specificityく-TN / (FP + TN) 

return(1 ist(confusion = t， 

sensitivity = sensitivity， 

specificity = specificity))} 

> confusion(predicted.glm) 

$confusion 

pred 0 1 

o 16 10 
148  

$sensitivity 

[1J 0.6666 

$specificity 

[1] O. 6153 

> confusion(predicted. rf) 

$confusion 

pred 0 1 

o 15 6 

1 5 12 

$sensitivity 

[1J 0.7058 

$specificity 

[1J 0.7142 

さきほど. GLMでは感度と特異度の合計が最大になるよ

うに在と不在の閲値を決めました感度と特異度はクラス分

類の閥値を変えるとき変化します 閥値を変化させたときの

感度を縦軸に，偽陽性率 (1-特異度)を横軸にプロットし

たものを ROC曲線 (receiveroperating charactelistic cぽ ve) と

いい，分類アルゴリズムの予測性能評価のために使われます.

GLM とランダムフォレストの ROC曲線を描いてみます.

柑 ROCRパッケー ジの読み込み (performance使用のため)

> 1 i brary(ROCR) 

非非 GLM

> pred.glm <ーprediction(predictions=predict(

fit.glm， newdata=test)， 

labels=factor(test$pa)) 

> ro∞c.glm <-perfor川mance(pred.glm， "tpr"， "fpr" 

> auc.glm <-performance( 

pred. glm， "aucづ@y.values[[1JJ 

井非ランダムフ ォレス卜

> pred. rf くー prediction(predictions=predict( 

f i t. r f， newdata=test， type=" prob勺[， 2J， 

labels=factor(test$pa)) 

> roc. rf く一 perfor川『町m問l旧ance(pred.rf， "tpr"， "fpr" 

> auc. rf <-perform悶l悶ance(pred.rf， 、uc勺@y.values[[1]J 

柑 ROC曲線のプロット

> par(mfrow=c(1，2) ， pty="s" 

> plot(r印oc.glm，col="red"，main="GLM" 

> text(0.7，0.2，p問aste("AUC="，round(auc.glm，2))， 

c∞01=ηed" 

> plot(roc. rf， c∞ol="red"， main="RFγ" 

> text(O. 7，0. 2， p問aste("AUC="，round(auc. rf，2))， 

col="r巴dづ
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図13.GLM (左)およびランダムフォレスト(右)の ROC
曲線.

ROC曲線が左上方に近づくほど予測精度の高いモデル

であると判断します.ですから， ROC曲線下の面積であ

るAUC(Area under the curve)が予測精度の指標となり大

きいほど精度が高いことを表しています. AUCはOから

lまでの値をとり，完全に正しい予測ができるときは 1，

ランダムな予測の場合は 0.5になります. クロスバリデー

ションの 5分割したデータの組み合わせについてこの計算

を繰り返し感度・特異度・ AUCの値を計算して平均す

ると， Table2のようになり(コードは省略します)，感度・

特異度・ AUCのすべてで， ランダムフォレストのほうが

GLMより良い予測精度を示しました種の分布モデルの

構築において， ランダムフォレストは予測性能の高い手法

のひとつとされています (Culteret al.， 2007). 今回の例題

ではランダムフォレストの説明変数は 4つでしたが，多量

の説明変数があるような場合や予測を目的とする場合など

には，ランダムフォレストが良い選択肢になるでしょう.

表2.GLMとランダムフォレストの予測精度.

Sensitivity Speci五city AUC 

GLM 0.82 0.73 0.43 

Random forest 0.95 0.94 0.89 

おわりに

前半は GLMの活用法，後半はより発展的な内容につい

て取り扱いました.今回の記事では， Rの利用者を前提に

執筆したため，少し敷居が高いと感じられた方も多いかと

思います. しかしながら，同様のデータを用意すれば，あ

る程度まで自力で解析できるように構成されています.ま
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た後半の内容については，ヤマトカマアシの在・不在デー

タを土壌動物学会のページからダウンロードできるように

致しました.是非，本稿または御自分のデータを使って解

析して頂ければと思います.この記事では， Rの基本的な

操作についてはある程度理解している事を前提に書いてし

まいましたが， Rの入門書を一度読んで頂ければ操作の理

解に助けになるかと思います.例えば， IRの基礎とプロ

グラミング技法(リゲス， 2012) Jがオススメです.前半

部に関して興味を持って頂いた方は本稿では表層的な内容

しか取り扱っていませんので，北海道大学の久保拓也先生

(2012) の「データ解析のための統計モデリング入門」を

是非参考にして頂きたいと思います.後半部の， ランダ

ムフォレストを含む機械学習分野の教科書としては IThe

Elements of Statistical Leaming: Data Mining， Inference， and 

Prediction， Second Edition (Hastie et al.， 2009)Jの翻訳書で

ある「統計的学習の基礎ーデータマイニング・推論・予

測一 (Hastieet al.， 2014) Jゃ「パターン認識と機械学習

(ビショップ， 2012) Jを参照してください.

Rを利用する事によって，一昔前には高価な統計ソフト

やGISソフトを使わなければできなかった最新の解析手

法が，誰でも無料で利用できるようになりました. Iはじ

めに」でも書きましたが，近年では良い Rの参考書が増

えましたので、本屋で、ざっと眺めてみれば自分の興味とレベ

ルにあった参考書が見つけられることでしょう. もちろん

Web上にも多くの情報が存在します.様々な統計的な手

法が利用することが，取得したデータをより良く活かすこ

とにつながると思います.
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摘要

本稿は土壌動物学分野でよく扱われるデータである，個

体数や在不在データを扱う一般化線形モデル (GLM) な

どの統計解析を紹介する.これらの手法は近年，生態学，

ひいては土壌動物学においても一般的になりつつある.本

記事では， シンプルな仮想データや実際のデータの解析

を， Rのコードを利用して実際に手を動かして解析するこ

とによって， 当該手法の読者の学習のきっかけになるこ

とを目指した また，統計解析にもっとも重要で、ある，
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データの作図に関しでも，多くの例を示した.はじめの章

では主に GLMを取扱い，ポアソン回帰や二項回婦を紹介

する.次の章では，生物分布モデル (SpeciesDistribution 

model) を取り扱う. この手法は生物の空間分布を予測

するための手法である. ここではヤマトカマアシムシ

(J匂matentomonyamato)の日本全国の在データを用いて，

2つの異なる手法を適用した.一つは，二項分布を用いた

GLMであり， もう一方は機械学習の一つであるランダム

フオレストである. 2つの生物分布モデルによる推定結果

の比較を行い，各手法の特徴を検討した

キーワード:一般化線形モデル，ポアソン分布，二項分布，

ランダムフォレスト，生物分布モデル
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図6-10. 13はオンライン版ではカラー， 冊子版ではグ

レースケールで印刷されています.
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