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生産力検定試験の分散分析から集計作表までを

自動統計処理する Rプログラム

田口和憲

（農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター，芽室町，〒082-0081)

Construction to automatic statistical analysis program in R from ANOV A to tabulation for yield test 

Kazunori Taguchi 

(Hokkaido Agricultural Research Center ,NARO, Memuro, 082-0081, Japan) 
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摘要

作物の品種比較試験において、もっとも一般的な実

験計画法である乱塊法の実験モデルの下、テンサイの

生産力検定試験を実施例として、複数の形質に対する

分散分析、 TukeyHSD法による多重比較、最小有意差

(LSD)および変動係数 (C.V.)等の計算をルーチン処

理し、分析結果をまとめた集計作表までを一括で行え

る自動統計処理の Rプログラムを作成した。

緒言

農学分野では、草丈の大小や収量の多少などの量的

形質の差を論議する際、統計分析値に基づいた検討が

行われる。限られた面積と労力の下で効率的に品種間

差を検出するには、実験計画を組み、その計画に基づ

いて得られた計測値について分散分析や各種統計数値

を参考にして客観的な判定が試みられる。実験計画法

やその統計分析については、理論から応用にわたる数

多くの書籍が出版されており、市販の表計算用ソフト

の機能に統計処理に必要な計算法が装備されている。

そのため、読者の皆さんも、それらを学習し、ある程度

工夫しながらパソコンを活用しながら計算を実施され

ているものと推察する。しかし、一般的な表計算ソフ

トや統計解析ソフトでは、入カデータの書式の作成や

出力されたデータから数値を読み取り、データの並べ

替え、データの移動や入力など、資料作成ではその都

度手作業を加えることも多くて、煩わしく感じること

も多いのではないかと思われる。

R は、統計解析用に開発されたフリーソフトウェア

であり、 Windows、MacOS、Linuxなど様々な OS上で

利用でき、このソフトウェアは自由に利用、改変、再配

布ができるため、多くの人が無償で開発に協力するこ

とにより日々発展している。また、開発者が作成した

パッケージをローカルのパソコンに導入すれば最新の

統計分析も利用でき、分析の信頼性も高い評価がある

ため幅広い分野の科学技術論文でも活用されている。

Rは、単に統計計算に活用するだけでなく、対話型の R

言語のコマンドラインを組み立てることにより、複雑

な手順を定型化したプログラムとして処理することも

可能である。よって、 R のプログラミング機能を活用

して統計処理にかかる多くのルーチン作業を自動化で

きれば、とりわけ収穫期の繁忙な時期に多大な労力を

かけて行っている統計処理へ要する大幅な時間を節約

でき、人為的なミスも防ぐことも期待される。

そこで、作物の生産力検定試験の実験計両法として

最も一般的である乱塊法のモデルについて、実際に農

研機構で実施したテンサイ生産力検定試験の調査デー

タを実施例に、複数の評価形質の分散分析、統計値の

計算、多重比較および集計作表までの工程を自動処理

する Rプログラムを作成したので報告する。

統計解析ソフト Rの導入

RはWindows,MacOS, Linuxなど様々な OS上で使う

ことができるが、あらかじめローカルのコンピュータ

ーヘの導入が必要である。導入に必要なファイルは、

CRAN (The Comprehensive R Archive Network) のミラ

ーサイトのアドレス (http://cran.md.tsukuba.ac.jp/)など

ヘインターネットのブラウザを介してアクセスして、

リンク先から必要なファイルをダウンロードして得ら

れる。 R のローカルコンピューターヘの導入（インス

トールの方法の詳細など）については、 R に関連する
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出版書籍やインターネット上にある解説サイトにも多 ットの詳細は表 1に示した。試験設計は 10材料の乱塊

数情報が記載されているので、ここでは割愛し、それ 法4反復であり、栽植密度は 7406本/lOa(株間 22.5cm、

らの情報を参考に準備して頂きたい。また、無償であ 畦幅 60cm) である。収穫区は一区 4畦の中 2畦区

るがゆえに、無保証であることも留意の上で実行され (7.02m2/区）とし、各試験区の試料は収穫期前にボー

たい。なお、本報で作成したプログラムの動作確認は ダー株として 2株を試験区の両端から除いた 52本を

Windows 7 Professional (64 ビット）の OS上で R 収穫対象とし、機械収穫後に手作業で正タッピングし

version 3.2.2を用いて実施した。 た。得られた収穫サンプルは、農研機構の糖分分析シ

ステム (VenemaAutomation Hokunoushi) を用いて、収

生産力検定試験の設計と糖分分析方法 穫根洗浄後に根重、 Sachsle docteの変法による根中糖

分析データは、 2016年に農研機構で実施した育成系統 分並びに有害性非糖分 (Na,K,a -N) を測定した。

の生産力検定試験を用いた。実験材料および試験プロ

表 1 生産力検定試験の試験設計 (10材料、乱塊法4反復、 2016年）

倍 圃場配置

材料品種・系統名 数 備考 R1 R2 R3 R4 

性 圃場材料圃場材料圃場材料圃場材料

1. アマホマレ 3x 標準・対照品種 1 (1) 11 (3) 21 (5) 31 (2) 

2. みつぼし 2x 対照品種 2 (2) 12 (9) 22 (10) 32 (7) 

3. リボルタ 2x 対照品種 3 (3) 13 (6) 23 (7) 33 (10) 

4. かちまる 3x 比較品種1) 4 (4) 14 (7) 24 (2) 34 (9) 

5. パピリカ 2x 比較品種1) 5 (5) 15 (8) 25 (1) 35 (6) 

6. アンジー 2x 比較品種1) 6 (6) 16 (1) 26 (4) 36 (8) 

7. H148 2x 輸品参考 7 (7) 17 (10) 27 (9) 37 (4) 

8. HT39 2x 輸品参考 8 (8) 18 (5) 28 (6) 38 (1) 

9. KWS5R603 2x 輸品参考 9 (9) 19 (4) 29 (3) 39 (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. 北海104号 2x 検定系統 10 (10) 20 (2) 30 (8) 40 (3) 

自動統計処理 Rプログラムの処理構造

作成した自動統計処理の Rプログラムのデータ処理

構造のフローチャートを図 1に示した。この Rプログ

ラムでは、 3つの読み込み用データファイル (File①~

③)を参照し、直接あるいはデータ間の値から計算し

た形質ごとにデータフレームを R上で作出して統計分

析を進める。各形質のデータは StatisticalModuleを介

して、分散分析、統計値および多重比較の計算が行わ

れ、その計算結果の情報は 2つのテキストファイル

("resultST AT. txt"と"resultANOVA.txt") に格納する。

Statistical Moduleでは形質毎にタンデムにルーチン処

理を繰り返し、 TabulationModuleでは最終的にストッ

クされた 2つのテキストファイルの情報を統合して、

"Output_ ANOV Atable.csv"として作表結果を出力する。

読み込み用データファイルの作成

作成した自動統計処理 Rプログラムを正常に動作さ

せるには、事前に 3つの読み込み用データファイルの

作成が必要である。まず、①糖分分析システムから出

力される根中糖分と有害性非糖分の分析データは、表

2に示すようなデータ構造のファイルであり、農研機

構の糖分分析システムでは"YYMMDD.ana"に 1日分の

測定データがコンピューターに記録されるので、解析

対象とする試験の分析データを市販の表計算ソフトな

どを使って切り出し、csvファイル形式で保存する。 File

①のデータに欠測値や異常値が含まれる場合は、市販

の表計算ソフトなどを利用して該当セルの値を "NA"

に置き換えれば、 StatisticalModuleの計算ではそれらの

数値を反映せずに計算を行うので、共分散補正や加重
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Input Files each trait data 

File①: Raw data 
ex) 16VA.csv 

File②: Cultivar 
ex) cultivar. 訳t

File③: Plot Design 
ex) design.csv 

Sodium 

Potassium 

｀ 
~~ 竺

resultANOVA.txt 
Tabulation 

Module 

Output File [ Output_ANOVAfile.csv 

医 1 Rプログラムのデータ処理構造についてのフローチャー ト

法などで欠測値を穴埋めする必要はない。しかし、収

量の比較試験において欠測値 (NA)が多発するような

試験データは、試験自体の精度や信憑性が危ぶまれる

ため、あくまで少数の欠測値なら統計解析が進められ

るという程度と認識した上でご利用いただきたい。ま

た、分析データは、通常は複数回測定されるため、集計

関数を使ってサンプルごとの平均値を利用している。

このため、同ーサンプル名の測定値が複数あっても、

それらのデータ個数分の平均値を計算に利用する。

Raw dataのサンプル番号がランダムに記録されていて

も、 R のデータフレーム上ではサンプル番号の正準に

並び替えるので、 RawDataの中のデータ数や記録され

た位置、順番などは気にしなくて良い。ここでは、ファ

イル名を分析データファイル (File① : Raw data) 

"16VA.csv"とした。次に、②品種名を縦に列記したテキ

ストファイルを作成する（表 3)。品種名に' '(ス

ペース）を入れると、品種名を誤認するので注意が必

要である。ここでは、ファイル名は、品種名指定ファイ

ル (File② : Cultivar) "cultiar.txt"とした。最後に③実験

計画の詳細については、材料番号 (mat) と反復 (rep)

を記載した材料配置を示すファイルを実験デザインフ

ァイル (File③ : Plot Design) "design.csv"として保存す

る。このファイルでは、データ数と順番を"16VA.csv"の

正準の試験番号と完全に一致させる。
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表 2 Venema糖分分析装置による分析データファイルの例（一部抜粋） (File①: ¥16VA.csv) 

'-ふ---------- --------- --ふ~＂~ 匹 ふヤ----- ヤ-
IA 2016/10/191 _ 13:38:06! 4001 i _ 16.55i 3.691 0.231 1.87:A 

JA 2Q16/10/191 13:3~:_3_~[ 4:0_011 1 6.59['  
戸_ _ 1 ! : 46.761 

3,47_j 0.22し 1.88JA ---- 4__6_.]Jl_i -、-- 心ヽヽ＾＂心＾＾＂ ---- -、--
~2016/10/19! 13:39:081 40021 15.99i 3.541 0.16!'  1.77:A 

巫ヽ＾ふ｀ -— , - -------..... !.. ぶ――̀心ヘ- - -52.58J 
52.581 iA. __、- -笙頂LlQ!~し1__3;?9:431 4002: ____ 15_911 3.451 ___9_,.L~L一巫、バ.....1.581A , -

A 2016/10/19 ! 13:40:16J 4003'16.51 j 3.091 1.3:A - 46.18] - 0.31 I 
------ - -------―…一--- ------ ----------- --- - ----- . ---- ---- --- --------------------- - -------------令-- - - - --- --- -, ---一---
A 2orn1_19.L_1~! 13:40:51 ! 4003; 16.37 ! 2.96 I _ぷ_0.31 1.431A I 46.18! 

51.1: A 2016/10/191 13:41:23: 一二郎!£___ __ 15._2]!_ 3.51 I 0.38! 1.861A 1 
; ； , 

A 2016/10/191 13:41:56! 40041 14.91 [ 3.53I 0.381 1.91A I 51.7; 
- --ー ,--------「------------------------------A 2016/10/191 13:42:28: 4005, _ 15.79i 3.731 0.231 1.6fA -;  ー一命祠

---―-- -'----- ------'  
ft.__ _ __ _ 201 6/1 0/1 9 I 1 3:43:QQL __ 4005 L_J.Q.~?l 人ぶ 3.58 1 0.23 I 1 .6 1A I 三_53.5qj 
A 2016/10/191 13:43:341 4006 I 15.15 I 4.221 

~.__J.__1! 匹 tQ/.19j 13:44:07! 4006]__ 15.27: 3.981 ~jー一旦悶- ! ~ 闘----、- i !、-----

A __ j 2016/10/191 13:44:42] --_4097[ 17.17: _ 3_.75[ _0.19] _ 1.63lJ¥ : 45.~6! 
A I 2016/10/19! 13:45:151 4007! 17.351 
- ------- _ 3.64! 0.1 al 1.61 !A , 巫—--- 45.96! 
i}. I 2016/10/19! 13:45:481 40081 16.671 

- - -----が匹
3.481 _Q.?_7! 1.65:A _ , 50.48J 

i -

!A I 2016/10/19; 13:46:22i 4008! 16.73! 3.431 0.261 1.771A 50.48; 
-------. ------------如---- ----------如店、------- - - --ベ---巫-----------如------ ---------- ------------------I I'、------—叫—----- ----------------------------

ロニ：—:::-r--✓-L.
- _L_ I --

表 3 品種名指定ファイルの例 表 4 実験デザインファイルの実例

(File②: ¥cultivar.txt) （一部抜粋） (File③: ¥design.csv) 

アマホマレ

北海みつぼし

リボルタ

かちまる

パピリカ

アンジ一

mat rep 

1 REP1 

2 REP1 

3 REP1 

4 REP1 

H148 5 REP1 

HT39 6 REP1 

KWS5R603 
7 REP1 

北海104号
8 REP1 ， REP1 

10 REP1 

3 REP2 ， REP2 
6 REP2 

7 REP2 

8 REP2 
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Moduleについて

“根中糖分”、 "Na"、"K"および"a-N"の4形質は、

File①より直接読み込んで計算しているが、根重、不純

物価、修正糖分、修正糖量は、 File①のRawdataの要素

間で一旦計算した後に集計している。よって、 3つの

データファイルが Rに読み込まれた状態ならば、形質

毎に計算結果を出力することも可能である。なお、不

純物価の計算方法は牧田 (1968)、修正糖分の計算方法

はReinefeld(1974) にしたがった。

分散分析結果は、 R プログラムの動作途中でも表示

されるので、形質ご、との分散分析の詳細は Rプログラ

ム上で確認することができる。分散分析から得られる

値の c.v.(%)、 LSD(5%水準）およびLSD(l%水準）は、

ワーキングディレクトリ内にファイル"resultSTAT.txt" 

を作成してデータが格納される。

TukeyHSDの出カデータでは、異文字アルファベッ

トは多重比較の結果として異なる階級を表している。

TukeyHSDの作表工程には、多重比較検定用のパッケ

ージ multcompを使用しており、 Rを導入後にはじめて

本プログラムを動作させる場合は、 CRANのサイトか

らあらかじめ本パッケージのインストールが必要であ

る。 install.packages("multcomp")とコマンド打ち込むと、

本パッケージのインストールが始まり、ローカルのコ

ンピューター上の Rでも使用できるようになる。 2回

目以降は Rプログラムに書いた libraryから呼び出すの

で、毎回インストールする必要はない。

TukeyHSDによって出力されるアルファベットの階

級分け結果と品種毎の平均値が対になり、品種名毎に

並び替えられた集計結果をワーキングディレクトリ内

にファイル"resultANOVA.txt"を作成してデータが格納

される。

Tabulation Moduleは、 StatisticalModuleのルーチン処

理でストックされた "resultSTAT. txt" と

"resultANOV A.txt"のデータを統合して集計し、

"OutpuしANOVAfile.csv"として作表データを出力する。

再計算を行う場合は、古いデータヘ新しいデータが付

加され、作表に不具合が生じるので、その都度ワーキ

ングディレクトリに残った両テキストファイルを消去

する。

自動統計処理Rプログラムの実行

3つの読み込み用データファイルは、ワーキングデ

イレクトリ（同一のフォルダ内）に保存しておくと、こ

れらの情報を使って自動統計処理 Rプログラムが処理

することができる。

しかしながら、試験データのファイルを読み込む際

には、利用するデータファイルの保存状況に合わせて

本プログラムの一部を書き換える必要がある。具体的

には、下線部の 3箇所をその都度書き換える。

罪罪＃●stepl : ディレクトリ指定

setwd("C:/フォルダ名／フォルダ名／データが入ったフォ

ルダ名＂）

※データファイル (File①～③）を格納しているワーキ

ングディレクトリを指定する。

罪罪＃●step2 : データファイル指定

venema = read.table("ファイル名.csv",sep=",11, header=F) 

colnames(venema) <-c("datal", "data2", "data3", "ID", 

"sugar", "potass", "sodium", "N", "data4", "nett") 

※csv形式で保存した分析データのファイル名を指定

する。なお、点線部は、農研機構の糖分分析システム

(Venema Automation Hokunoushi)において出力される

ファイルのデータ構造にしたがっているので、保存さ

れている生データのデータ構造が異なる場合には適宜

変更が必要である。

####-#•step3 : 材料数の指定

design<-read.table("design.csv", sep = ",", header=T) 

design$mat <-factor(design$mat, levels=c(l; 竺）， labels=

t(cultiv)) 

※材料番号 (1~n) における、 nを"**"に指定する。

上記の 3項目について、テキストエディタなどを使

ってプログラムコードを書き換えたら、ファイルに書

かれているスクリプト全部を“コヒ°—”し、 R の命令待

ち状態である">"の後に“ペースト”すれば、本プログ

ラムが順次動作する。しばらくして全ての工程が終了

すると、各統計値が形質ごとに集計された作表データ

が csvファイル"output_ANOV Atable.csv" (表 5) とし

てワーキングディレクトリヘ出力される。この csvフ

ァイルを市販の表計算ソフトで体裁を整えたテンプ
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レートヘ貼り付けるだけで作表作業もほぼ終了する

（表 6)。なお、本実施例では、このプログラムによる

処理時間は、開発環境である 64ビットの Windowsパ

ソコンではおよそ 1分間くらいであった。

表 5 自動統計処理Rプログラムから出力される作表データファイルの実例output_ANOV Atable.csv) 
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表 6 テンサイ生産力検定試験における収量調査結果 (2016)
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おわりに

開発した自動統計処理 Rプログラムは、テンサイの

生産力検定試験を例に組み立てたものであるが、希望

者には無償で配布するのでぜひご活用いただきたい。

本報では、農研機構のテンサイ糖分分析システムを念

頭にデータ構造に基づいて作成したので、各所で取り

扱うデータ構造には若干の相違が想定される。また、

対象 Rawdata構造に合わせて読み込み方法だけアレン

ジすれば、テンサイの生産力検定試験の用途だけでな

く、様々な乱塊法の試験にも応用可能である。詳細に

ご興味のある方は、著者へご連絡いただければ幸いで

ある。
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