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今日のテーマ

2-1. 記述統計と推測統計 続

2-2. 割合、比、率の違い

2-3. 割合、比、率の誤用
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2-1. 記述統計と推測統計 続
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統計とは？

• 統計データそのものを指す場合
• 例）学校保健統計を参考にレポートを書く。

• 統計を取る行為を指す場合
• 例）日本の乳幼児の成長に関する統計を取る。

• 統計学的検定を指す場合
• 例）新薬の効果について統計分析をする。
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二種類の「統計」

•記述統計 •推測統計
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記述統計の例

7日までの7日間平均は417.0人となり
前の週の115.6％となりました。7日
間平均が400人を超えるのはことし2
月12日以来です。7日間平均を前の週
と比べると7日までの26日連続で増加
しています。

出典 NHKニュース
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記述統計の例

• 感染者数 過去7日間の平均
• 例 （100＋150＋200＋400＋350＋100＋100）÷7＝200
• 算術平均を求めている（重心を求める ともいう）

• なぜ過去7日間の平均を取るのでしょうか？ 5日間は？10日間は？
• 曜日によって感染者数が大きくことなるため。

• なぜ曜日によって異なるのでしょうか？
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記述統計の例 過去2週間における人口100万人あたりのCOVID-19による死亡
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推測統計の例 将来推計人口 国立社会保障・人口問題研究所
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推測統計の例 COVID-19 感染予測 (日本版) 2021年4月8日時点

出典 Google COVID-19 感染予測 (日本版)
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推測統計の例 超過死亡 COVID-19により死亡が増えた？

Farringtonアルゴリズムに基づく週別の超過死亡数、速報の補正あり（2017年から）

黒折線＝予測死亡数の点推定
緑折線＝その95%片側予測区間（上限）
赤折線＝その95%片側予測区間（下限）
青棒グラフ＝観測死亡数

出典 国立感染症研究所.我が国におけるすべての死因
を含む超過死亡数および過少死亡数 （2020年11月まで
のデータ分析）. 掲載日 2021年3月5日
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/493-
guidelines/10216-excess-mortality-210305.html
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From: Excess Deaths From COVID-19 and Other Causes in the US, March 1, 2020, to January 2, 2021
JAMA. Published online  April 02, 2021. doi:10.1001/jama.2021.5199

Excess Deaths by Regions, March 1, 2020, to January 2, 2021State data plotted from 8 regions, as defined by the US Bureau of Economic Analysis. Surge 
patterns were independently examined for each of the 8 regions (Supplement); epidemic patterns were similar and could be merged as shown, except a bimodal 
pattern in the Great Lakes region was distinctive and plotted separately. Negative excess deaths were plotted as zero. State-level data are available on request.
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内閣支持率
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内閣支持率

• 国民全員に調査したわけではない。
• 調査集団以外の人が全く支持していなかったら、調査自体の意味はあるで
しょうか？

• 支持率をみて、一喜一憂するのは、なぜ？

• 「NHKは、今月9日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューター
で無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける
「RDD」という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは、
2092人で、58％にあたる1222人から回答を得ました。」
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出典 NHKニュース. 菅内閣「支持」44％「不支持」38％ NHK世論調査. https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210412/k10012969851000.html



二種類の「統計」

•記述統計
各種の単純集計を利用して、

集団の特徴を明らかにしていく
方法を記述統計と呼ぶ。

•推測統計
本当に知りたい集団の中から
部分的な集団を取り出し、取り
出した集団の特徴を調べること
によって、もとの集団の特徴を
推しはかることが行われる。こ
のような方法を推測統計とよぶ。
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高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p4



2-2. 割合、比、率

16



加太越え

• 鉄道の難所（といわれた）
• 25パーミルが限度、30パーミルを越えるとかなり
急勾配 と言われた

（車輪が空転するかもしれず危ない）

• パーミル？ 1パーミル＝1,000m走ると1m上る

• 他にもあります
• 碓氷峠（アプト式）
• 瀬野八（八本松駅-瀬野駅）
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COVID-19による出生数の減少
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出典 厚生労働省. 人口動態統計速報 2020年12月



COVID-19による出生数の減少
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出典 厚生労働省. 人口動態統計速報 2020年12月



出生数の減少

• 出生数そのものだけでは評価ができない。

• なぜなら、女性の数が出生数には大きく影響すると考えられるから
• 女性の数が増えれば・・・？
• 女性の数が減れば・・・？

• そこで出生の状況を把握するのに用いられるのが、
• 合計特殊出生率

20



合計特殊出生率 total fertility rate, TFR

• 一人の女性が一生の間に生む子どもの数
• といってもいつ子どもを産むかなんて誰にも分からないので・・・
• 年齢別の出生率を元に推測する 推測方法は大きく分けて二つ

• 1：ある期間（多くの場合、1年）の年齢別出生率（15歳～49歳）を合計する
• 「期間合計特殊出生率」
• 「2020年の合計特殊出生率」などと表現されるのはこちらのほう

• 2：同一世代の出生率を過去から合計する（15歳～49歳）
• 「コホート合計特殊出生率」
• 「ある世代の合計特殊出生率」などと呼ばれる
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厚生労働省政策統括官. 平成29年我が国の人口動態. 22



合計特殊出生率を試験に出すと・・・

• 合計特殊出生率は試験に出る（大事なので）

• すると・・・結構出てくる回答が・・・

1.42%

• %をつけるのは間違い。しかし、なぜだろう？そんな形では教えていない
のに・・・

• 「率」という漢字をみると反射的に「％」とつけてしまう？

23



パーセンテージ（％）とは

• 「百分率」
• 全体を100として、それに対する割合・歩合を表す単位。100分の1を

1%と表す。

• Percent
• Cent 「100」ということ

• ちなみに、パーミルはper millであり、millには「1000」という意味がある
• 単位表記は「‰」
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出典 山口明穂, 和田利政, 池田和臣, 編（2013）『旺文社国語辞典第11版』



国語辞典にみる「割合」、「比」、「率」

• 割合
• 全体または基準となるものに対する、そのものの占める比率。歩合。

• 比
• 二つの数量の間の関係。割合。

• 率
• 割合、歩合、比率。

• 3者の関係は曖昧
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出典 山口明穂, 和田利政, 池田和臣, 編（2013）『旺文社国語辞典第11版』



統計学や疫学における「割合」、「比」、「率」

• 割合 proportion
• 全体のなかで特定の特徴をもつものが占める部分の大きさ

• 比 ratio
• 異なるもの同士を割り算で比較したもの

• 率 rate
• 比の特殊な形で、分母が時間になったもの
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出典 中村好一（2020）「第2章 疾病頻度の測定」『基礎から学ぶ 楽しい疫学』第4版



統計学や疫学における「割合」 proportion

• 全体のなかで特定の特徴をもつものが占める部分の大きさ
• 歩合の表現を思い出しましょう（1割、2割、3割・・・）

• 例
• ある学校の生徒におけるスマートフォン所有者の割合
• 転倒予防教室参加者における教室修了者の割合

• 式 割合＝a÷（a+b）
• 分子のaが分母にも含まれる ということがとても大事
• 分子が分母に含まれなければ「割合」ではない
• 単位はない 100を掛けた場合は「％」をつける
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参考 中村好一（2020）「第2章 疾病頻度の測定」『基礎から学ぶ 楽しい疫学』第4版



統計学や疫学における「割合」 proportion

• 具体的に考えてみましょう。

• 50人のクラスで男性が10人いる場合 男性の割合は

10÷50＝0.2 「20%」 「2割」

ポイントは、男性10人（分子）がクラスの50人（分母）に含まれること
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統計学や疫学における「割合」 proportion

• 割合の分布はどこからどこまで？

• 0から1まで（パーセントでいえば0%から100%まで）

• 115%といった表現も目にするけれど・・・
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統計学や疫学における「比」 ratio

• 異なるもの同士を割り算で比較したもの

• 例
• 悪性関節リウマチの男女比 2（女性のほうが男性より2倍多い）
• 皮膚筋炎の男女比 3（女性のほうが男性より3倍多い）

• 式 比＝a/b
• aとbは異なるもの
• ただし、aがbに一部含まれることはある
• 単位はない
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参考 中村好一（2020）「第2章 疾病頻度の測定」『基礎から学ぶ 楽しい疫学』第4版

参考 公益財団法人 難病医学研究財団.難病情報センター. https://www.nanbyou.or.jp/



統計学や疫学における「比」 ratio

• 比はどこからどこまで分布し得るのか？
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0から無限大まで

a=0であれば比も0となる
b=0であれば（数学の決まりに従い）無限大（∞）となる。



罹患率 人口10万対

アメリカ合衆国 3.3
カナダ 5.2
オランダ 5.8

オーストラリア 6.1
デンマーク 6.5
ドイツ 8.0
フランス 8.1
スウェーデン 9.2
イギリス 10
日本 16

出典：WHO TB burden estimates
http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

「率」の例 結核の諸外国と日本の推計罹患率（2015年）



「率」 rateの用例
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Guille C. Rate of Suicide Among Women Nurses Compared With Women in the General Population Before the COVID-19 
Global Pandemic. JAMA Psychiatry. Published online April 14, 2021. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.0141



統計学や疫学における「率」 rate

• 比の特殊な形で、分母が時間になったもの
• したがって、事象が発生する速さを示す指標

• 例 罹患率、死亡率、生存率 （いずれも厳密な定義に基づいて算出された場合）

• 式 率＝a/b 式の形だけみると比と同じ
• aは事象の発生数（罹患率なら罹患者数、死亡率なら死亡者数）
• bは観察時間の合計
• 単位をつけるとすれば 時間の-1乗（1/時間）ということになる
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参考 中村好一（2020）「第2章 疾病頻度の測定」『基礎から学ぶ 楽しい疫学』第4版



統計学や疫学における「率」 rate

• 率はどこからどこまで分布し得るのか？
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0から無限大まで

a=0であれば率も0となる
b=0であれば（数学の決まりに従い）無限大（∞）となる。



2-3. 割合、比、率の誤用
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誤用される「割合」、「率」、「比」

• よくあるパターン
• 本来は「割合」なのに「・・・率」と表現している。
• 本来は「比」なのに「・・・率」と表現している。

• なぜ誤用が問題なのか
• 統計データの正確な理解を妨げる
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内閣支持率
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出典 2014年10月29日 官邸・健康・医療戦略推
進本部「わが国における高齢者認知症の実態と対
策：久山町研究」（清原裕）

「割合」なのに「率」の例



「割合」なのに「率」の例

打率

【定義】安打数÷有効打数

・・・年で、・・・か月でといった時
間の概念は含まれない

正確には

有効打数に占める安打数の「割合」？



「割合」なのに「率」の例

• 内閣支持率
• 高齢化率
• 有病率
• 打率

• そもそも「百分率」という言い方自体が混乱を生む。「百分割合」？
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「割合」なのに「率」

• 本来は「割合」なのに「・・・率」と表現している例を探してみてくださ
い。
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「比」なのに「率」の例

• 乳児死亡率（出生千対、1960年～2019年） 出典 人口動態統計（確定版）2019年
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「比」なのに「率」の例

• 乳児とは「出生後1年未満の子ども」
• 乳児死亡率とは？
その年に生まれた子どもが出生後1年のうちにどのくらいの子どもが死
亡したか？

• 1966年 丙午の年にあたり、子どもの数が少なかった。
出生数の推移 182万人（1965年）→136万人（1966年）→194万人（1967年）

• 1966年生まれの子は生育環境に差があった？
いくつかの研究で否定されている
近藤良（1980）「1966年(ひのえうま)における先天異常乳児死亡率の見かけ上の増加について」
『日本先天異常学会会報』20(1): 7-16.
赤林英夫（2007）「丙午世代のその後：統計から分かること」『日本労働研究雑誌』569: 17-28.

• ではなぜ？
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「比」なのに「率」の例

• 乳児死亡率の定義をみてみましょう。

• 乳児死亡率
• 分子 ある年に1歳未満で死亡した者の数
• 分母 その年の出生数

• 1966年の乳児死亡率の分子には1965年生まれの者も含まれる

• つまり、乳児死亡率は厳密には「率」ではなく「比」である

45



「比」なのに「率」

• 本来は「比」なのに「・・・率」と表現している例を探してみてください。
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今日のテーマ

2-1. 記述統計と推測統計 続

2-2. 割合、比、率の違い

2-3. 割合、比、率の誤用

次回は

統計データの種類

統計データのまとめ方 をみていきます
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