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2-1. 論文とは？



「論文」

1. 議論を書き述べた文。
2. 学術的な研究の結果や学説を書き記した文。

（出典 『旺文社国語辞典』11版. 2013年, 東京：旺文社.）

「レポート」 と似てますね。
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レポートと論文の違いは？

目的の違い

「読み手」の違い

書く目的 読み手

レポート 学習・講義・演習の理解
を示すこと

課題を課した教員

論文 研究結果を示すこと 現在・未来の研究者、
当該研究を活用したい人、
当該研究について詳しく知りたい人
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レポートと論文の違い

• 一人では完結しない
• 一つの論文では終わらない

論文を読む人に対して、バトンを渡すような気持ちで書く
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論文とは？

Introduction 緒言

Methods 方法

Results 結果

Discussion 考察

Conclusion 結論

References 文献

構造化された文章

新奇性のある結果

研究の解釈

研究の限界
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2-2. 記述統計と推測統計



「統計」という言葉がごく普通に使われるように

出典 WOWOW チャンピオンズリーグダイジェスト！ 2021年9月17日放送
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二種類の「統計」

12

高木晴良（2016）『系統看護学講座 基礎分野 統計学』医学書院, p4

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

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



こんなのも記述統計 サッカーの試合における走行距離

センターバックの選手が
入っている
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推測統計の例

14



画像出典 https://www.world.rugby/news/435760

ラグビーにおける肩のケガ

激しい接触を伴うため、肩のケガはつきもの

画像出典 https://www.irishtimes.com/sport/rugby/international/wales-bring-in-more-
reinforcements-1.2369949

しかし、プレイヤーを守るために
放置しておくわけにはいかない
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学生ラグビーにおける肩のケガ

アイルランドのシニア－カップという大会に出場する15チームに調査への協力を依頼

2018-2019年は12チーム（80%）、2019-2020年は11チーム（73%）が協力

ここから知りたいのは「参加したチームの肩のケガの発生率」ではなく、

「学生ラグビーにおける肩のケガの発生率」

そしてそれを他のカテゴリー、特に大人のラグビーと比較したい

出典 Leahy TM, et al. (2021) Epidemiology of Shoulder Injuries in Schoolboy Rugby Union in Ireland. Orthop J Sports Med 9(8):23259671211023431.
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学生ラグビーにおける肩のケガ

出典 Leahy TM, et al. (2021) Epidemiology of Shoulder Injuries in Schoolboy Rugby Union in Ireland. Orthop J Sports Med 9(8):23259671211023431.
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学生ラグビーにおける肩のケガ

Figure 2. Distribution of match shoulder injuries as a function of mechanism.

出典 Leahy TM, et al. (2021) Epidemiology of Shoulder Injuries in Schoolboy Rugby Union in Ireland. Orthop J Sports Med 9(8):23259671211023431.
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学生ラグビーにおける肩のケガ

学生ラグビーにおける肩のケガの発生率は成人のラグビー（プロアマ問わず）
よりも高いことが推測される。

適切な予防策が必要だ

出典 Leahy TM, et al. (2021) Epidemiology of Shoulder Injuries in Schoolboy Rugby Union in Ireland. Orthop J Sports Med 9(8):23259671211023431.
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二種類の「統計」
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2-3.割合、比、率



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。



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。
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2-4.割合、比、率の誤用



割合と率について考える

34

20試合中18試合で1ゴールずつあげた選手 10試合中4試合で1ゴールずつあげた選手

18÷20＝0.9 4÷10＝0.4

20試合全てフル出場（90分×20＝1800分）

出場時間1分あたりの得点は？

18÷1800＝0.01

10試合全て途中出場 合計出場時間は100分

出場時間1分あたりの得点は？

4÷100＝0.04



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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逆に、割合、率、比を正確に使うことのメリットは？

分子、分母を正確に理解できる
本来比較できないものを比較することを防げる



内閣支持率（日本放送協会調査）の推移

36

出典 NHK選挙WEB. 内閣支持率（2021年8月10日更新）. https://www.nhk.or.jp/senkyo/shijiritsu/

どのように調べているのか？



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
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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。

• 回答フォームは後程
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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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なぜ1966年で乳児死亡率が上がり、
1967年で乳児死亡率が下がったのか



「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
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「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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