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改訂第 6 版  

Windows 対応 CD 

 

この電子辞典の特徴は・・・・ 

わかりやすい箇条書き解説 

検定がわからない方もこれで具体的にわかります 

Excel による具体的計算・分析操作例－Excel 2013 に対応 

調査結果データサイトへのリンクで最新の統計データの入手に便利 
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保健・福祉・人口・経済などの関連統計データの利用に便利です 

医療・保健・福祉学の医師・教師・学生さんや 

看護師さんの看護研究等のための必携の辞典 

 

学習用のみでなく、会社・研究などの分野でも有効利用― 

保健・福祉・人口・経済などの関連統計データの利用にも便利 

 

 

具体的には・・・・ 

 

1.統計学の専門用語を平易に解説しています。 

特に、保健・福祉統計分野で通常使用されている統計関連用語を網羅しています。また、一般

の統計学関連の専門用語も収載しわかり易く解説しています。経済・産業・投資関連統計用語

も充実しています。 

 

2 箇条書き式にわかり易く用語を解説しています。－長文はできるだけ使用しないようにしてい

ます。 

 



 3 

3 用語とその用語の漢字の読み方および英訳を記載しています。 

 

4 図や式もできるだけ収載して理解しやすく説明しています。 

 

5.Excel を使用した統計量などの計算や分析のための使用方法を具体例とともに可能な限り収

載しています。－Excel 2013 に完全対応、Excel 2016 でもそのまま利用可能 

 

6 用語間で関連するものをリンクして次々に参照可能としているので、ある用語の解説内容で

わからない用語や事項をリンクで簡単に表示して参照し理解をすすめることができます。 

 

7 インターネットの関連情報サイトにリンクを設定してあり、より詳細な関連情報を追加参照でき

るようにしています。国等が実施している主要な統計調査の結果情報源にアクセスできるように

リンクを設定しています。 

 

8 国が実施している関連の統計調査について、正式調査名とその英訳および調査の概要を収

載しています。また、調査結果資料の入手方法と結果情報提供サイトへのリンクも設定していま

す。 

 

9 統計調査を実施する場合の方法や留意点を解説し実用性にも配慮しています。 

 

10.新統計法の条文・解説等資料、公的統計関連ガイドライン、統計資料の利用と著作権、統計    

調査と個人情報保護、インターネットで利用できる保健・福祉関連統計情報源の解説等 

 資料を収載しています。 

改訂第 6 版の特徴は・・・次を追加し内容を更に充実しています。 

11. 経済・産業・投資関連統計用語を充実・更新し本体 CD に収載しました。 

12.公的統計関連の各種ガイドラインの最新版を収載しました。 

13.平成 21 年度以降は厚生統計の調査結果データベースの提供方法が大幅に変更され、統計

表データベースは、統計局の政府統計の総合窓口 e-Stat から提供されるようになりました。こ

れに対応してデータベースへのリンクや各省側の統計資料の参照の仕方が変更になったので、

これへのリンクを全て修正しました。e-Stat の利用方法とデータ参照のリンクを反映したものと

しています。 

14.5 版の追加提供資料を本体に収載しました。 

15.2016/6/21 に厚生労働省統計情報部が大幅に組織変更されました。これに伴う統計調査担

当部門を変更された組織名で更新しました。 
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18.Excel によるアンケートデータ等の集計操作方法を図解―Excel2000/2003 および  Excel 

2013―CD 本体に収載しました。 
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本 CD は Windows 対応です。 

ご利用には、PDF 参照用無料配布ソフト、Adobe Reader、とインターネット閲覧ソフトを必要とし

ます。 

 

 

 



 6 

 

電子辞典の構成とその内容は・・関連情報・資料を豊富に収載   合計 3,000 ページ

以上、6 版で大幅増ページして内容充実!!!! 

1500 ページ 

 1,500 ページ相当の統計学専門用語、保健・福祉・経済関連統計用語とその解説を収載 

 用語の読み方と英訳付き 

 用語に関係する統計調査結果資料のアクセス方法と情報源へのリンクを設定 

 基本統計量、主要分析や検定について Excel での計算・分析を豊富な事例と操作図で

解説  

 23 ページ+法令・資料 500 ページ) 

 平成 19 年改正の新統計法を旧統計法と比較してわかり易く解説 

 新統計法と旧統計関連法の条文を電子ファイルで添付しており参照利用可能 

 

 平成 19 年改正の新統計法の英訳版を収載しています 

4 ページ+ガイドライン 160 ページ 

 公的統計の整備・作成や統計調査データの利用に関するガイドラインを追加収載  

36 ページ 

 新統計法での公的統計データの利用体系、利用手続きの手順、利用の承認基準、 
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申請様式の作成方法を解説―具体的な手続き・利用方法を収載  

 関連法令のデータファィルを収載 

 関連ガイドラインと具体的利用方法の解説を追加収載 

18 ページ  具体的手続きの詳細を収載 

 厚生労働省が実施している調査のオーダーメイド集計と匿名データ利用の具体的な利

用方法・手順を収載 

8 ページ+法令等 160 ページ 

 公的統計等の統計結果資料を様々の形態(刊行物、電子媒体 )で利用する場合の著作

権の解釈と運用の主要点をわかり易く解説 

 著作権関連法令の電子ファイルを収載  

14 ページ+法令等 58 ページ 

 統計調査と個人情報保護の解説 

 新統計法での秘密の保護と個人情報保護についての解説 

 個人情報保護法等関連法の電子ファイルを収載  

342 ページ  新規追加 

 Excel 2013 での統計関数の使用方法と操作図解及び統計解析の操作図解 

 標準偏差の計算操作方法と分散分析の計算操作法を図解 

 最新版の Excel での操作の仕方がわかる 
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2 ページ 

 インターネットの保健福祉・経済統計の情報源の一覧とリンク－リンクから直接アクセス可

能 

 インターネットにおける統計関連ツールの一覧とリンク－参照と取得が可能  

 

 経済・産業統計とその情報源を解説ーリンクで情報源にアクセスできる 

               138 ページ   新規追加 

5 ページ 

 統計で用いられる数式の電子的作成の仕方について、WORD など一般のものでの操作

方法を解説 

 数式専用のソフトの紹介  
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本電子辞典のご利用方法・・・・  

 

 メニュー画面と操作方法 

 

  本 CD のトップページ画面では、次のメニューが表示されます。  
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統計用語電子辞典の参照は・・・・ 

Adobe Reader の「しおり」機能により統計用語電子辞典は参照・ご利用いただけます。

 

「しおり」は、まず、あ行、か行のように行単位で表示されます。 

該当の項目がある行をクリックすると、その中の用語が「しおり」に展開されます。 

   

 

表示された用語をクリックするとそのページが表示され、内容をご覧いだけます。 
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関連情報の参照は・・・ 

トップページの下段にリストされている関連情報については、項目名をクリックすると当該項目が 

表示されて参照できます。 
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粗死亡率  

 

そしぼうりつ 

 crude death rate  

 
 人口 1,000 人あたりの年間の死亡数であり、単に「死亡率」ともいう。 

 粗死亡率の計算式は次のとおりである。 

 

死亡率＝
人口

死亡数
×１，０００

 
 人口の年齢構成が異なる集団間の死亡状況の比較には適していないので、年齢調整死亡

率を用いる必要がある。 

 
 

  
人口動態調査の死亡率関連統計結果資料 

要覧 http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/ 

一覧 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/ 

 速報・月報・年間推計・・・・厚生労働省のホームページの「統計情報・白書」の「最近の統計

資料」  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/ 

 報告書収載統計表の利用は・・・  

/「統計データを探す」から 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do 

/「政府統計一覧」から統計調査選択 

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL02100103.do?kicd=00450 

 

読み方を 
記載しています。 

英訳を記載し

ています。 

項目の解説

部分です。 

項目の関連データ・情報の所在源とそこ

へのリンクが設定してあります。 

e-Stat のトップページに

リンク 

e-Stat の各府省の調査リス

トページにリンク 

辞典の項目等にリンク 
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 報告書は（財）厚生労働統計協会から購入できる。 

    http://www.hws-kyokai.or.jp/ 
 

 

年齢調整死亡率とは 

 

 

電子辞典内容目次の一部見本 

         

 

 

 

 

辞典の関連項目にリンクしています。ここを

クリックすると表示されて参照できます。 
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本文項目にも次の例のようにリンクが設定してあり、関連項目・情報を容易に参照・利用できま

す。

 

 

ご注文方法は・・・・ 

定価 1,480 円 税・送料込み 

 (外国あて送付の場合は、別途送料実費を承ります。) 

 

 

本ＣＤの御注文・御購入方法 

 

 1.本ＣＤは、弊社より直接販売する方法によっており、書店・パソコンショップ等経由では 

 取り扱っておりません。従って、次の方法で御注文して いただくようお願い申しあげます。 

 

 2.御注文は、郵便局の郵便振替用紙に下記の各事項をご記入の上、 

 御送金ください。当社で入金通知受領後直ちに、郵送又は宅配便で御送付申し上げます。 

 なお、ご利用の銀行 ATM を利用してご送金いただけます。ご送金の方法は弊社ホームページ

をご覧ください。―この場合、送付先などを弊社あて電子メール又はファックスでご連絡ください。 
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3.郵便振替用紙記入事項 

   郵便振替口座番号   ００１００－９－１３２４８８ 

   口座名          金型通信社 

   送金額          CD 一部につき 1,480 円 税・送料込み 

   学校・会社名、学部学科・学年・部課名、氏名、送付先住所、電話番号、ファックス番号 

   注文品名・部数   「統計用語電子辞典 CD 改訂第 6 版」    部 

 

 4.御照会につきましては、下記宛、電子メールまたはファックスでお願いいたします。  

 

  金型通信社 システム部 １06-0047 東京都港区南麻布５－１５－６ 

  電話・ファックス 03-5447-1651 

  Kanagata-Tsushin-Sya Company 

  Location: 5-15-6, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047 Japan 

   Tel & Fax: 03-5447-1651 

  電子メール kanagata@kananet.com 

 

 5. 外国への発送ご依頼について 

  外国に発送のご依頼についてもお受けいたします。 

  外国あての場合は、航空便での送料を別途ご負担いただきますので、 よろしく 

  お願いいたします。 
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各種図解 CD は弊社ホームページで・・・・  http://www.kananet.com/ 
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Copy and all other rights reserved/2016  

 

 

Windows, Excel は Microsoft Corporation の米国及びその他の国での登録商標です。 

Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 社の登録商標です。 

 


