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二元分割表

今回は二元分割表を作成するためのコマンド tabulateの用法をご紹介します。基本的に Stata 13の PDFマニュアル
の内容を翻訳したものになりますが、必要に応じて解説を追加します。統計的な事柄については統計検定 2級程度のレ
ベルを想定して解説します。コマンドの書式とコマンドオプションに関しては Stataの PDFマニュアルをご参照くださ
い。Stataのメインメニューから Help/PDF Documentationと操作し、[R] Base Reference にある tabulate twowayの
項目をご覧ください。

Example 1 表の作成

tabulateで二元分割表を作成する場合は、コマンドにつづけて 2つの変数名を入力します。サンプルデータ hiway2.dta
には 39の高速道路における自動車事故の発生率のデータが入っています。変数 rateは自動車走行距離 100万マイル当
たりの、当該高速道路における事故回数です。事故が 3回以下、4-7回、そして 8回以上という 3つのカテゴリに分かれ
ており、それぞれ 1,2,3という値が入っています。一方、事故の発生した道路の制限速度を示すデータが変数 spdcatに
用意されています。データの読み込みと、二元分割表の作成を行ってみましょう。

.webuse hiway2

.tabulate spdcat rate

     Total         24         11          4         39

  Above 60          2          0          0          2
  55 to 50         19          6          1         26
  40 to 50          3          5          3         11

  Category    Below 4        47    Above 7      Total
     Limit           vehicle miles

Speed     Accident rate per million

3行 3列の表が作成できます。行と列ごとの度数 (高速道路の数)の合計を余白部分 (marginal)に表示します。制限速
度が時速 40-50マイルの場合、事故の発生した高速道路の数は合計 11路線となっています。
コマンドオプションを利用して表の出力を変更してみましょう。例えば、横方向 (行)の割合をパーセントで表示しま

す。最も制限速度の低いカテゴリでは、11の道路で事故が発生しており、最低でも 3回未満の道路が 3つ、逆に 8回以上
の道路も 3つあることが分かります。ここで、3/11 ≅ 27.3%ですので、rowオプションを利用して% 表示を追加します。

.tabulate spdcat rate,row
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     61.54      28.21      10.26     100.00
     Total         24         11          4         39

    100.00       0.00       0.00     100.00
  Above 60          2          0          0          2

     73.08      23.08       3.85     100.00
  55 to 50         19          6          1         26

     27.27      45.45      27.27     100.00
  40 to 50          3          5          3         11

  Category    Below 4        47    Above 7      Total
     Limit           vehicle miles
     Speed     Accident rate per million

row percentage
frequency

 Key

行方向に% の値を足すと 100% となります。表の一番下の行を見ると、事故が 3回以下という道路の割合が 61.54%で
最も多く、28.21%が 4-7回、そして 8回以上の道路は 10.26% であることが分かります。
ここでは横方向にだけ% の情報を表示しましたが、縦 (列)方向の情報のオプション columnで表示できます。また、

個別のセルの値を% 表示する場合は cellオプションを利用します。

.tabulate spdcat rate,row column cell

     61.54      28.21      10.26     100.00
    100.00     100.00     100.00     100.00
     61.54      28.21      10.26     100.00

     Total         24         11          4         39

      5.13       0.00       0.00       5.13
      8.33       0.00       0.00       5.13
    100.00       0.00       0.00     100.00

  Above 60          2          0          0          2

     48.72      15.38       2.56      66.67
     79.17      54.55      25.00      66.67
     73.08      23.08       3.85     100.00

  55 to 50         19          6          1         26

      7.69      12.82       7.69      28.21
     12.50      45.45      75.00      28.21
     27.27      45.45      27.27     100.00

  40 to 50          3          5          3         11

  Category    Below 4        47    Above 7      Total
     Limit           vehicle miles
     Speed     Accident rate per million

cell percentage
column percentage
row percentage

frequency

 Key
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各セルの 1行目は度数、2行目は行 (横)方向の割合、3行目は列 (縦)方向、そして 4行目は全体数に対する割合を示
しています。例えば、制限速度 60マイル以上で、事故率が一番低いセルを見ると、事故が発生した路線数は 2、それよ
り多くの事故が発生した高速道路はありません。この 2つの路線は、3件以下のカテゴリでは 8.33% であり、路線全体
で見ると、5.13% であることが分かります。
表の度数を省略する場合は次のように nofreqオプションを利用します。

.tabulate spdcat rate,row nofreq

     Total      61.54      28.21      10.26     100.00

  Above 60     100.00       0.00       0.00     100.00
  55 to 50      73.08      23.08       3.85     100.00
  40 to 50      27.27      45.45      27.27     100.00

  Category    Below 4        47    Above 7      Total
     Limit           vehicle miles

Speed     Accident rate per million

Example 2 独立性の検定

行と列の独立性を検定する場合はオプションとして chi2を利用します。その利用例を見てみましょう。サンプルデータ
は米国 956都市における、1980年のセンサスデータです。ここでは年齢の分布が地域ごとに異なっているかどうかを調
べることにします。変数 agecatには各都市居住者の年齢の中央値が、そして、変数 regionには各都市の地域番号が入っ
てます。

.webuse citytemp2,clear

.tabulate region agecat,chi2

          Pearson chi2(6) =  61.2877  Pr = 0.000

     Total        507        316        133        956

      West        160         73         23        256
     South        139         68         43        250
   N Cntrl        162         92         30        284
        NE         46         83         37        166

    Region      1929      3034        35+      Total
Census               agecat

標準的な二元分割表の下に χ2検定の結果を表示します。自由度 6のカイ二乗検定を実行し、カイ二乗値は 61.29となっ
ています。各都市の年齢の観測度数と期待度数の差異は、有意であることが分かります。つまり、地域と平均年齢の分布

は無関係ではなく、一定の傾向が両者の間に存在することを示しています。

データの違いを強調するには、度数の代わりに、% で表現すると分かりやすくなるかもしれません。

.tabulate region agecat,row nofreq chi2

          Pearson chi2(6) =  61.2877  Pr = 0.000

     Total      53.03      33.05      13.91     100.00

      West      62.50      28.52       8.98     100.00
     South      55.60      27.20      17.20     100.00
   N Cntrl      57.04      32.39      10.56     100.00
        NE      27.71      50.00      22.29     100.00

    Region      1929      3034        35+      Total
Census               agecat
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カイ二乗検定

ここでは独立性の検定について、Stataの PDFマニュアルにありますMethods and formulasの項目を簡単に見るこ
とにしましょう。例えば、Example1で作成した表 1を元にして考えます。i行 j列のセルに相当するデータの個数を nij

とします。制限速度 55-50と Below 4に相当するデータの個数は n21 = 19となります。そこで、表 1の 1行目右端にあ
る Totalのセルの値は n1· =

∑J
j=1 n1j = 11と書けます。このように Totalの部分に入る値を「周辺度数」と呼びます。

一般的には次のように定義します。

ni· =
J∑

j=1

nij n·j =
I∑

i=1

nij (1)

表 1の全データの個数 39は n =
∑

i

∑
j nij となります。ピアソンのカイ二乗値を示します。自由度は (I − 1) (J − 1)と

なります。表 1の場合、自由度は (2 − 1) (2 − 1) = 1です。

χ2 =
∑

i

∑
j

(nij − mij)
2

mij
(2)

ここでmij = ni·n·j/nです。例えば、m13 = n1·n·3/nについて考えてみましょう。n1· = 11, n·3 = 4ですから、

m13 =
4
39

× 11

少し変形して、
m13

11
=

4
39

つまり、全部で 39個あって、制限速度に関係なく、Above 7に属するデータは 4個です。同じように制限速度にまった
く影響されないのであれば、全部で 11個の時は比はm13/11で、個数は。 4

39 × 11になります。このm13 のことを期待

度数と呼びます。

Example 3

今度は薬の用量と患者のアウトカムに関するデータを利用して、用量とアウトカムの 2つの変数の関係を調べてみた
いと思います。ピアソンの独立性の検定だけでなく、2変数の結びつきの強さを示す、すべての統計量を allで出力しま
す。同時に exactオプションで、Fisherの正確検定の結果を表示します。

.webuse dose,clear

.tabulate dose function, all exact

           Fisher's exact = 0.145
          Kendall's taub =   0.2378 ASE = 0.086
                    gamma =   0.3689 ASE = 0.129
               Cramér's V =   0.1879
 likelihoodratio chi2(4) =   6.9844  Pr = 0.137
          Pearson chi2(4) =   6.7780  Pr = 0.148

     Total         46         38         12         96

     3/day         10         16          6         32
     2/day         16         12          4         32
     1/day         20         10          2         32

    Dosage     < 1 hr     1 to 4         4+      Total
             Function

stage 1:  enumerations = 0
stage 2:  enumerations = 9
stage 3:  enumerations = 1
Enumerating samplespace combinations:
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all オプションにより尤度比 χ2 統計量、クラメールの V、ガンマ、ケンドールの τ、そして Fisherの正確検定の結果
を表示しますが、これらの詳細については Stataの PDFマニュアル、または、統計学の書籍をご参照ください。

exactオプションは 2× 2の分割表でなくても利用可能です。ただし、r × cの表ではその大きさによって若干、計算時

間がかかります。

ここで利用したサンプルデータは各カテゴリが昇順に並んでいます。ケンドールの τ、Goodman and Kruskalのガン
マはどちらか一方向にきちんと並んでいる場合にのみ、適切な解釈が可能です。この 2つ以外の統計量は、並べ方に左
右されません。

Technical note

Fisherの正確検定で分割表が大きすぎると、p値の計算が完了できないことがあります。計算に要するメモリー領域が
足りない場合がエラーコード 910を、行の周辺度数が大きすぎる場合にはエラーコード 1401を表示します。メモリー領
域が不足した場合は exact(2)を利用すると、メモリー領域を 2倍にし、exact(3)とすると 3倍に拡張します。もちろん、
一般的な表の大きさであれば、これらのオプションを利用せずとも計算可能です。

N元の分割表

二元の分割表ではなく、N元の表を作成する場合は tabulateコマンドでなく、tableコマンドをご利用ください。Technicla
noteの項目では tabulateコマンドを利用して、カテゴリ別に連続した分割表を作成する方法を紹介します。結局、tabulate
と tableで実質的に同じ表を作成できますが、N元の場合は tableの方が便利です。

196529                  4
137195 3        4        7        4

   29136 34       26       27       18

 birthcat       NE  N Cntrl    South     West
 35+

      agecat and Census Region

196529 4       38       59       91          1        3       12       21
137195 31       97       65       46         48       58       45       42

   29136 11       23       11       11         34       27       10        8

 birthcat       NE  N Cntrl    South     West         NE  N Cntrl    South     West
 1929  3034

                         agecat and Census Region

Technical note

ここでは tabulateコマンドと by varlistを組み合わせて、実質的に tableコマンドと同じ表を作成します。先ほどと同
じデータセット (956の市部)を用いて、各地区 (Census Region)の出生率 (birthcat)の表を作成します。成人の年齢カ
テゴリ別に、出生率を地区ごとに示します。

.by agecat,sort:tabulate birthcat region
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     Total         37         30         38         22        127

   196529          0          0          4          0          4
   137195          3          4          7          4         18
    29136         34         26         27         18        105

  birthcat         NE    N Cntrl      South       West      Total
                Census Region

> agecat = 35+

     Total         83         88         67         71        309

   196529          1          3         12         21         37
   137195         48         58         45         42        193
    29136         34         27         10          8         79

  birthcat         NE    N Cntrl      South       West      Total
                Census Region

> agecat = 3034

     Total         46        158        135        148        487

   196529          4         38         59         91        192
   137195         31         97         65         46        239
    29136         11         23         11         11         56

  birthcat         NE    N Cntrl      South       West      Total
                Census Region

> agecat = 1929

Example 4 加重データ

もし、データセットに重みの情報も用意されている場合は、Stataの他のコマンドと同じく、[weight]をコマンドに追
加して重みを加味した分割表を作成できます。

先の 956の市部データを継続して利用します。データには重みとして popというデータ列があります。この加重情報
popを利用して ageと categoryの表を作成します。
.tabulate region agecat [freq=pop]

     Total 52,215,467 34,827,929 15,856,184  102899580

      West 16,698,276  7,755,255  2,375,118 26,828,649
     South 13,894,254  7,686,531  4,141,863 25,722,648
   N Cntrl 16,901,550  8,964,756  4,015,593 29,881,899
        NE  4,721,387 10,421,387  5,323,610 20,466,384

    Region      1929      3034        35+      Total
Census               agecat

各セルには加重を反映した度数が入りましたが、次のようにオプションを利用して比率で表現する方が、スッキリす

るようです。

.tabulate region agecat [freq=pop],nofreq row
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     Total      50.74      33.85      15.41     100.00

      West      62.24      28.91       8.85     100.00
     South      54.02      29.88      16.10     100.00
   N Cntrl      56.56      30.00      13.44     100.00
        NE      23.07      50.92      26.01     100.00

    Region      1929      3034        35+      Total
Census               agecat

Example 5 直接入力

Stataにはデータセットとして入力したデータから結果を求める方法の他に、既に集計済みのデータから直接分析を実
行する機能があります。

.tabi 30 18 \ 38 14

   1sided Fisher's exact = 0.179
           Fisher's exact = 0.289

     Total         68         32        100

         2         38         14         52
         1         30         18         48

       row          1          2      Total
          col

tabulateコマンドのオプションがそのまま利用できます。もちろん、2 × 2以外の表に対してもコマンドを実行でき
ます。

.tabi 30 18 38\13 7 22,chi2 exact

           Fisher's exact = 0.707
          Pearson chi2(2) =   0.7967  Pr = 0.671

     Total         43         25         60        128

         2         13          7         22         42
         1         30         18         38         86

       row          1          2          3      Total
               col

.tabi 30 13 \18 7\ 38 22,all exact col
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           Fisher's exact = 0.707
          Kendall's taub =   0.0630 ASE = 0.084
                    gamma =   0.1204 ASE = 0.160
               Cramér's V =   0.0789
 likelihoodratio chi2(2) =   0.7985  Pr = 0.671
          Pearson chi2(2) =   0.7967  Pr = 0.671

    100.00     100.00     100.00
     Total         86         42        128

     44.19      52.38      46.88
         3         38         22         60

     20.93      16.67      19.53
         2         18          7         25

     34.88      30.95      33.59
         1         30         13         43

       row          1          2      Total
          col

stage 1:  enumerations = 0
stage 2:  enumerations = 3
stage 3:  enumerations = 1
Enumerating samplespace combinations:

column percentage
frequency

 Key

2 × 2の分割表の場合、フィッシャーの正確確率を表示します。これは tabulateコマンドの場合も同じです。

Technical note

具体的なデータセットを開いた状態で、tabiコマンドを実行しても、メモリー上にあるデータセットはクリアされま
せん。次に示すように replaceオプションを利用すると、元のデータはクリアされ、直接入力したデータがメモリー上に
残ります。

.tabi 30 18\38 14,replace

   1sided Fisher's exact = 0.179
           Fisher's exact = 0.289

     Total         68         32        100

         2         38         14         52
         1         30         18         48

       row          1          2      Total
          col

.list
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  4.   2     2    14
  3.   2     1    38
  2.   1     2    18
  1.   1     1    30

row   col   pop

このデータセットを使って、表を再作成する場合は次のようにします。

.tabulate row col [freq=pop],exact

   1sided Fisher's exact = 0.179
           Fisher's exact = 0.289

     Total         68         32        100

         2         38         14         52
         1         30         18         48

       row          1          2      Total
          col

tab2

最後に便利な tab2コマンドを紹介します。例えば 3変数のデータがあるとします。
.tab2 myvar thisvar thatvar,chi2

これは次のコマンドと同義です。

.tabulate myvar thisvar,chi2

.tabulate myvar thatvar,chi2

.tabulate thisvar thisvar,chi2

今回は主に tabulateコマンドと独立性の検定について解説しました。次回は比率の検定について考えてみたいと思い

ます。 ¥
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