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EZR_基本統計量と条件式 

 
はじめに 
このファイルは統計解析のソザイヤサン（https://toukei.sozaiya-san.jp/）において配布している下
記ファイルを使って EZR で統計解析の練習をするための練習シートです。 
 
必要なもの 
・EZR 
・対応なしデータ.rda（EZR 用のデータセット） 
 
その他 
・数値は小数第１位までとする。 

 
ifelse 構文による条件式の練習 

（EZR は使用しない） 
  

01 
★☆☆ 
変数「BMI」の値が 22 未満を【0】、22 以上を【1】とする場合、正しい ifelse 構文の□すべ
てにチェックをいれなさい。 

  □ ifelse (BMI<22, 0, 1) 

 □ ifelse (BMI>=22, 1, 0) 

 □ ifelse (BMI<22, 1, 0) 

 □ ifelse (BMI=>22, 1, 0)  … = と > の順番が逆 

02 
★☆☆ 
変数「年齢」の値が 20 歳以上を【0】、20 歳未満を【1】とする場合、正しい ifelse 構文の□
すべてにチェックをいれなさい。 

  □ ifelse (年齢>=20, 0, 1) 

 □ ifelse (年齢=>20, 1, 0)  … = と > の順番が逆 

 □ ifelse (年齢>=20, 1, 0) 

□ ifelse (年齢<20, 1, 0) 

03 
★★☆ 
変数「BMI」の値が 20 未満を【0】、20 以上 22 未満を【1】、22 以上を【2】とする場合、正
しい ifelse 構文の□にチェックをいれなさい。 

  □ ifelse(BMI<20, 0, ifelse(BMI<22, 1, 2)) 

 □ ifelse(BMI>20, 0, ifelse(BMI>22, 1, 2)) 

04 
★★☆ 
変数 「年齢」の値が 22 歳以上を 【0】、20 歳以上 22 未満を 【1】、20 歳未満を 【2】とする場
合、正しい ifelse 構文の□にチェックをいれなさい。 

  □ ifelse(年齢>20, 2, ifelse(年齢>22, 1, 0)) 

 □ ifelse(年齢>=22, 0, ifelse(年齢>=20, 1, 2)) 
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05 
★★☆ 
変数 「幸福度」の値が 3 以上を 【1】、3 未満を 【0】とする場合の、ifelse 構文を記述しなさい。 

 ① ifelse(幸福度>=3, 1, 0) 

② ifelse(幸福度<3, 0, 1) 

③ ifelse(幸福度<=2, 0, 1) …正解だが非推奨 

06 
★★★ 
変数「お金」の値が 30000 円以上を【2】、20000 円以上 30000 円未満を【1】、20000 円未
満を【0】とする場合の、ifelse 構文を記述しなさい。 

 ① ifelse(お金>=30000, 2, ifelse(お金>=20000, 2, 1)) …かっこの数に注意 

② ifelse(お金<20000, 1, ifelse(お金<30000, 2, 3)) 

 

07 

★★★★ 
男性（性別==0）では、変数「年齢」の値が 20 歳以上を【1】、20 歳未満を【0】とし、女性
（性別==1）では、21 歳以上を 【1】、21 歳未満を 【0】とする場合の、ifelse 構文を記述しな
さい。 

 ① ifelse(年齢>=20 & 性別==0 | 年齢>=21 & 性別==1, 1, 0) 

② ifelse(年齢<20 & 性別==0 | 年齢<21 & 性別==1, 0, 1) 

③ ifelse(年齢>=20 & 性別==0 | 年齢>=21 & 性別!=0, 1, 0) …こんな書き方も OK 

08 

★★★★★ 
男性（性別==0）では、変数「年齢」の値が 20 歳以上を【2】、18 歳以上 20 歳未満を【1】、
18 歳未満を 【0】とし、女性 （性別==1）では、21 歳以上を 【2】、19 歳以上 21 歳未満を 【1】、
19 歳未満を【0】とする場合の、ifelse 構文を記述しなさい。 

 ① ifelse(年齢>=20 & 性別==0 | 年齢>=21 & 性別==1, 2, 

ifelse(年齢>=18 & 性別==0 | 年齢>=19 & 性別==1, 1, 0)) 

② ifelse(年齢<18 & 性別==0 | 年齢<19 & 性別==1, 0, 

ifelse(年齢<20 & 性別==0 | 年齢<21 & 性別==1, 1, 2)) 
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条件式を使った基本統計量の練習 
（EZR を使って実施） 

  

01 
★☆☆ 
男性におけるリア充と非リア充の「年齢」の平均値と標準偏差を求め、以下を記入しなさい。 

  

リア充の年齢は（ 19.9 ± 1.5 ）歳、非リア充は（ 20.1 ± 1.1 ）歳であった。 

 

02 
★☆☆ 
SNS 使用者におけるリア充と非リア充の 「年齢」の平均値と標準偏差を求め、以下を記入しな
さい。 

  

リア充の年齢は（ 20.1 ± 1.6 ）歳、非リア充は（ 20.2 ± 1.4 ）歳であった。 

 

03 
★★☆ 
女性の SNS 使用者におけるリア充と非リア充の 「BMI」の平均値と標準偏差を求め、以下を記
入しなさい。 

  

リア充の BMI は（ 20.5 ± 1.5 ）kg/m2、非リア充は（ 20.7 ± 1.5 ）kg/m2 で

あった。 

 

04 
★★☆ 
年齢が 20 歳以上のリア充と非リア充の 「SNS」の使用者の割合を求め、以下を記入しなさい。 

  

20 歳以上のリア充の SNS 使用者の割合は （ 68.4 ）％、非リア充は （ 52.6 ）％であっ

た。 

05 

★★★ 
リア充と非リア充の「20 歳以上」の割合を求め、以下を記入しなさい。 
※「アクティブデータセット → 変数の操作 → 計算式を入力して新たな変数を作成する」か

ら ifelse 構文を使って変数を作成する必要がある 
  

リア充の 20 歳以上の割合は（ 63.3 ）％、非リア充は（ 63.3 ）％であった。 

 

06 
★★★ 
20 歳以上の女性において、リア充と非リア充の 「幸福度 4 以上」の割合を求め、以下を記入し
なさい。 

  

20 歳以上の女性において、リア充の幸福度 4 以上の割合は（ 71.4 ）％、非リア充は

（ 50.0 ）％であった。 
 


