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Stata+α 「相関」 
2014 年 5 月 

 

インポートしたデータをグラフ化して、その特徴を理解するという流れで解説を行って

きました。今月はデータ間の相関を調べるためのコマンドを紹介します。本資料の内容は

Stata の PDF マニュアルにおける correlate の項目の例題箇所を翻訳し、必要に応じて解説

を加えたものです。 

 

cor コマンド 
それでは早速、次のコマンドでサンプルデータを取り込み、codebook でデータの内容を確

認します。 

 

.webuse census13,clear 

.codebook 

 

このファイルには米国 50 州で実施した国勢調査のデータの一部が入っています。次のコマ

ンドを実行してまずは全変数による相関行列を表示します。 

 

.cor 

 

    medagesq    -0.0202  -0.2192   1.0000
     dvcrate     0.7700   1.0000
     mrgrate     1.0000
                                         
                mrgrate  dvcrate medagesq

    medagesq    -0.0621  -0.8609   0.3324   0.9984  -0.5162  -0.5239
     dvcrate    -0.0655   0.3508  -0.2064  -0.2229   0.5522   0.5682
     mrgrate     0.0509   0.0677  -0.1502  -0.0177   0.2280   0.2490
      region    -0.1339   0.6086  -0.1515  -0.5292   0.9688   1.0000
    division    -0.1345   0.6356  -0.1081  -0.5207   1.0000
      medage    -0.0624  -0.8800   0.3294   1.0000
         pop    -0.0540  -0.2830   1.0000
       brate     0.0208   1.0000
       state     1.0000
                                                                    
                  state    brate      pop   medage division   region

表 1.全変数による相関行列 
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.cor は.correlate の省略形です。cor の後ろに何も変数名を入力しない場合、上記のように

データセットの全変数を利用して相関行列を作成します。この時、Stata は Result ウィン

ドウの幅に応じて、相関行列を分割表示します。この中から、実質的に意味のあるいくつ

かの相関を改めて調べてみましょう。 

 

.cor mrgrate dvcrate medage brate 

 

データファイルに具体的な情報がないので正確には分かりませんが、mrgrate は結婚して

いる人の何らかの割合、dvcate は逆に離婚した人の割合、そして medage は各州に住んで

いる人の年齢の中央値と思われます。 

       brate     0.0677   0.3508  -0.8800   1.0000
      medage    -0.0177  -0.2229   1.0000
     dvcrate     0.7700   1.0000
     mrgrate     1.0000
                                                  
                mrgrate  dvcrate   medage    brate

 

表 2.4 変数の相関行列 

 

相関係数の大きなところをみてみましょう。年齢の中央値と出生率の間には負の相関(-0.88)

があります。年齢が下がれば、出生率が上がる傾向にあります。結婚する人と離婚する人

の割合には正の相関(0.77)があります。 

 

さて、データセットの中に pop(人口)という変数があります。表 2 の計算は高々50 行のデー

タ(各州の平均値)から計算したものです。折角、人口のデータがありますので、これを利用

して相関係数を再計算してみましょう。 

 

.cor mrgrate dvcrate medage brate [w=pop] 

       brate     0.1703   0.4928  -0.8245   1.0000
      medage    -0.1316  -0.2833   1.0000
     dvcrate     0.5854   1.0000
     mrgrate     1.0000
                                                  
                mrgrate  dvcrate   medage    brate

 
表 3.加重を利用した相関行列 
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この数字の違いはどこからきたのでしょうか? 加重を利用したときの相関係数の計算式を

次に示します。 

̂ 
∑i1

n
wixi−x̄yi−ȳ

∑i1
n

wixi−x̄2 ∑i1
n

wiyi−ȳ
2

 

加重 pop の値は上式の wi に入ります。したがって、加重の情報を利用しない場合の相関

は wi=1 とした時のものです。加重を利用する、とはどのような計算を行うことでしょうか?

実際に Stata のデータエディタで考えてみましょう。加重を利用しない場合は、50 行のデ

ータの分散と共分散を計算し、簡単に相関係数を求めることができます。 

加重を利用する場合[w=pop]は、1 行目のアラバマ州の人口は 3,893,888 とありますから、

1 行目のデータを 3,8983,888 行分用意します。同じ要領で、各州のデータを pop の数(行)

だけ用意し、加重を利用しない方法で相関係数を計算すれば、[w=pop]を利用した場合と同

じ値になります。 

 

ただし、加重を利用した場合の平均は以下となりますのでご注意ください。 

 

x̄  ∑wix i/∑wi  

 

共分散行列を求める場合は簡単です。次に示すようにオプションを利用します。 

 

.cor mrgrate dvcrate medage brate,cov 

 

       brate     .05112  .032485 -43.7302   861.16
      medage   -.000769 -.001191  2.86775
     dvcrate    .000063  1.0e-05
     mrgrate    .000662
                                                  
                mrgrate  dvcrate   medage    brate

 
表 3.変数の共分散行列 

 

共分散の計算においても、相関と同じ要領で加重を利用できます。 
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pwcorr コマンド 

 

次は同じように相関を求める pwcorr コマンドを紹介します。pw は pairwise の略で、変

数のペア毎の、という意味です。こちらも変数間の相関を求めるコマンドですが、欠損値

を考慮するところがポイントです。corコマンドを利用した表 1では欠損値は無かったため、

計算式通りに相関を単純に計算しましたが、どこか 1 つでも欠損値があると行全体を計算

から除外してしまいます。 

 

次のデータをまずは読み込んでみましょう。 

 

.webuse auto1,clear 

 

相関のコマンドを実行する前に次の 2 つのコマンドで欠損値の様子を調べてみましょう。 

 

.su 

.misstable pattern 

 

su は要約統計量を計算するコマンドで、データ数を左端に表示します。欠損値のあること

が分かります。そして、misstable pattern コマンドは欠損値がどのようなパターンで存在

するのか、という情報を表示します。ここで、最初に利用した cor コマンドを実行してみ

ましょう。 

 

.cor 

 

no observations 

 

というメッセージが表示されます。詳しく調べてみると分かりますが、変数の wgtd と wgtf

が、どちらか一方にしかデータを持たないパターンになっています。cor コマンドは全変数

が共通でデータを有する行を利用して相関を計算するコマンドです。データセットの中に

欠損値が存在する行は除外して相関を計算するコマンドになっています。 

 

相関を計算する 2 つのデータセット(列)の欠損値だけを考慮する場合は、pwcorr コマンド

を利用します。実際に次のコマンドを実行してみましょう。 

 

.pwcorr mpg price rep78 foreign,obs sig 
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                     74       74       69       74
                 0.0016   0.6802   0.0000
     foreign     0.3613   0.0487   0.5922   1.0000 
              
                     69       69       69
                 0.0016   0.9574
       rep78     0.3739   0.0066   1.0000 
              
                     74       74
                 0.0000
       price    -0.4594   1.0000 
              
                     74
              
         mpg     1.0000 
                                                  
                    mpg    price    rep78  foreign

 

表 4.pwcorr コマンドによる相関行列 

 

対角線上の値は自分自身の相関ですから意味はありませんが、データの個数だけみると、

rep78 のデータ数は 69 個であることが分かります。他の変数は 74 個ありますが、実際に

rep78 との相関を計算する場合は共通する 69 個だけを利用します。 

例えば、mpg と rep78 の相関のところを見ると、相関が 0.3739 でその下に 0.0016 という

数値があります。これは相関係数の p 値です。具体的な形式を示すと次のようになります。 

 

p  2 ∗ ttail n − 2, |̂| n − 2 / 1 − ̂2

 

 

ttail(自由度、t 値)は Stata の関数で t 分布の両側検定における p 値を求める関数です。 

この p 値の計算式の具体的な計算過程は示しませんが、キーになる考え方は次のようなも

のです。 

 

1.単純回帰モデルの決定係数と、そのときの 2 変数の相関係数の関係 

2.制約数が 1 のときの F 分布と t 分布の関係 

 

この 2 点を踏まえて上記 p の計算式を導くことができます。 

 

これはそのまま Stata でも計算できますので、do ファイルを利用できる方は次のように記

述して実行してみましょう。最初に Do エディタの画面を開きます。そしてコマンドを入力
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します。*で始まる行はコメント行で、画面では緑色で表示されます。 

 

.doedit 

 

*compute correlation coefficient by cor command. 

*You may get 0.3739 

cor mpg rep78 

 

*calculate p-value.At first, get rho_hat  

*Number of observation is 69 in this case. 

 

scalar rho=r(rho) 

scalar tv=abs(rho)*sqrt(67)/sqrt(1-rho^2) 

 

display 2*ttail(67,tv) 

 

Tools メニューから Execute(do)を選択して、このコマンドを実行すると、.00155169 とい

う値を得ます。 

 

もう少し、pwcorr の用法を紹介します。 

 

.pwcorr mpg price headroom rear_seat trunk rep78 foreign,print(.05) star(.01) 

 

Print(.05)というオプションで有意水準を 0.05 とし、p 値がこれを下回る、有意な相関係数

のみを表示します。また、star(.01)は特に、1%を下回るものについては*印をつけます。 

 

     foreign     0.3613*          -0.2939  -0.2409  -0.3594*  0.5922*  1.0000 
       rep78     0.3739*                                      1.0000 
       trunk    -0.5703*  0.3143*  0.6620*  0.6480*  1.0000 
   rear_seat    -0.5213*  0.4194*  0.5238*  1.0000 
    headroom    -0.4220*           1.0000 
       price    -0.4594*  1.0000 
         mpg     1.0000 
                                                                             
                    mpg    price headroom rear_s~t    trunk    rep78  foreign

 
このようにして、相関行列が作成できました。最後に cor と pwcorr の違いについてまとめ

ておきます。 

 



7 
 

相違点と注意点) 

1.例えば、3 列のデータセット A,B,C について 50 行のデータがあるとします。列 A に一つ

でも欠損値が存在すると、その行を除いて、A,B,C ともに共通した 49 個のデータで相関行

列を計算する場合は cor コマンドを利用します。 

2.逆に、A と B, A と C では 49 個、欠損値の無い B と C では 50 個のデータを用いて相関

を求める場合は pwcorr を利用します。 

3.相関係数の p 値や、*の表示が必要な場合は pwcorr を利用します。 

4.欠損値がなければ、cor と pwcorr で計算した相関、相関行列はまったく同じものになりま

す。 

 

今回ご紹介した cor と pwcorr はどちらも Pearson product-moment(ピアソンの積率相関)と

呼ばれるものです。一般的にソフトウェアで相関を求める場合に算出されるものです。 

p値の計算については、多重比較を行う場合に調整済みのp値を計算する必要がありますが、

それは分散分析のときに、改めてご紹介します。 

Stata の PDF マニュアルの correlate の解説ページをご覧いただくと、Methods and formulas

の冒頭と最後に、Karl Pearson の研究と簡単な紹介文が載っています。カールマルクスに

影響を受けた Pearson が自分の名前を Carl から Karl に変えてしまったと話が「The Lady 

Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century」の中で紹介さ

れています。 

 

次回は順位付けした情報の相関を求める場合に利用する Spearman の順位相関について解

説します。 

 

 

■ 


