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北海道大学附属図書館（国連寄託図書館、EU情報センター） 
2016年度 前期 アカデミックスキルセミナー 

国際機関情報の探し方セミナー：
統計（農業・気象・環境）編 
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平成28年4月28日(木) 18:30-20:00 

北海道大学附属図書館 本館 リテラシールーム 



各スライドの右上にあるアイコンの見方 
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   → 講師がスライドを基にお話しします 

 

   → 講師と一緒にWeb画面を操作します 

 

   → 各自の端末で取り組んでいただきます 

    と   が 
みなさんに手を動かしていただく箇所です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



統計を使うときの流れ 
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テーマや
仮説を 

設定する 

統計を 
入手する 

分析、比
較、考察
を行う 

今日は主にここ 

ここに役立つ資料
やツールもご紹介 



本日の進め方 
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統計を 
入手する 

主に国際比較 英語だけでは親しみにくい？ 

そこで・・・ 
1. 日本語で書かれた統計書や白書の表・グラフを抜粋 
2. 1の表・グラフの出典元のWebツールを実習 



目次 
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1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



そもそもどんな統計がある？ 
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Web版『世界の統計』
の目次を眺めてみよう 



この本に限らず、効率的な情報収集には索引が便利 

各国の森林面積は？ 
『世界の統計』で調べて
みる。まずは、索引で

「森林～」を見る
と・・・「森林面積」が

あった。 

索引について 
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統計表 

出典・解説 

「森林の面積」統計表を見てみる 
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• 国連食糧農業機関（FAO）の世界森林資源評価 

– FAOの最も包括的な森林調査 

– 近年は5年おきに刊行 

 

 

 

 

 

   2015    2010    2005    2000 

“Global forest resources assessment”（FRA） 
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北大に紙の2015年版は
残念ながら無い 

ポイント：国際機関の統計は、Webで無料でア
クセスできることが多い 
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北大にFRAは？ 



最新のFRA 過去のFRA 

検索キーワードは
[FAO FRA]が楽 

『世界の統計』の値と、“Global forest resources 
assessment” Webサイトの値は一致する？① 
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PDFファイル
「Desk 
Reference」に
データがまと
められている 

最新のFRA 

『世界の統計』の値と、“Global forest resources 
assessment”Webサイトの値は一致する？② 
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テーブル1 テーブル2 テーブル7 

『世界の統計』の値と、“Global forest resources 
assessment”Webサイトの値は一致する？③ 
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FRA 2015には「Maps and Figures」
という23種類の世界地図がある 

例：森林面積の変化 

“Global forest resources assessment” 
最新版（2015）の全体像を知るために 
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任意に条件を変えて、統計
データを比較でき、さまざま
なグラフも作成可能 

“Global forest resources assessment” 
の分析ツール「FLUDE」 
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目次 

16 

1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



• 国連食糧農業機関（FAO）の統計データベース 

 

新バージョンで説明します 

FAOSTAT 
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• 『世界の統計』の索引から「ぶどう」についての
統計を探そう。ぶどうの生産量の統計は・・・・
○章の○番目？ 

問題① 
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「農業生産量」統計表を見てみる 
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Crops 

『世界の統計』の値と、   
FAOSTATの値は一致する？① 

20 

Production
のDownload 



条件を指定したら
EXCELボタン 

『世界の統計』の値と、   
FAOSTATの値は一致する？② 
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SELECT ALL
ボタンを押す 



すべて一致 

『世界の統計』の値と、    
FAOSTATの値は一致する？③ 

22 



• 別のケースでは、一致しない場合もある。 

 

 

 

 

→可能性のひとつは、ダウンロードしたタイミング
（『世界の統計』は2015年9月）。 

速報値，暫定値，推計値などから確報値へ置き換え
られることがあるため。 

→引用の際は、ダウンロードした日時を記載。 

例：インドの薪炭材 

『世界の統計』の値と、    
FAOSTATの値は一致する？④ 
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• （平成27年版『森
林・林業白書』
p.140より抜粋）   

• 2011年の中国の
木材（産業用丸
太）輸入量のロシ
ア分（1,473万
㎡）について
FAOSTATで一致
するか確認しよう。 

問題② 
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1. FAOSTAT‐Forestry‐Forestry Trade Flowsを使
う。 

2. 「Ind Rwd Wir」（Industrial roundwood-
Wood in the rough）を全部足すと、産業用丸
太の値になる。 

3. 右記のような値が出てくればOK。 

13,871,000＋863,000＝
14,734,000 → 1,473万㎡ 

問題②ヒント 
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例：森林など土地利用の
温室ガス吸収・排出量 

Browseだと指定し
た条件でマップや 
グラフを表示できる 

FAOSTAT：Browse機能 
～ マップやグラフで直感的に把握する 

26 



下へスクロール 

農林水産省が作成するFAOSTATの  
日本語版 
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目次 

28 

1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



• 国連食糧農業機関（FAO）の水産養殖局の統計
データが柔軟に出力できる機能。 

 

FAO 
Fisheries and Aquaculture Department 

 - Online Query Panels 
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水産養殖局の統計イントロダクションの
ページ（[FAO fish stat intro]で検索） 

Online Query Panels 



• （『世界の統計』
2016 p.80、97
から抜粋、再構
成）   

• 赤く囲った東アジ
アのいか・たこ類
の値がFAOの水産
養殖局の統計で一
致するかを確認し
よう。さらに、い
か・たこの内訳を
調べよう。 

問題③ 

30 

2013年
のデータ 



Global Production 
Statistics 

Continents and 
regionsを選択 

Eastern Asiaの の
ロゴをクリック 

たこ・いか類生産量の東アジア各国の内訳① 
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• あとは、Species（種）とTime（年）を指
定してsubmitをクリックすればOK。各自
でやってみよう。 

• ヒント：いか・たこ類は、Molluscs - 
Squids, cuttlefishes, octopuses 

たこ・いか類生産量の東アジア各国の内訳② 
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たこ・いか類生産量の東アジア各国の内訳③ 
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検索結果（東アジア
の合計の箇所） 

スルメイカ 

ミズダコ 



目次 

34 

1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



• 国連食糧農業機関（FAO）の水資源に関するデー
タベース 

 

AQUASTAT 
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統計マップ 

テーマで
調べる 

国で  
調べる 

メイン  
データベース 



さまざまな統計マップで世界の水資源
の概要をつかむことができる 

AQUASTAT 統計マップ 
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• （平成26年版『日
本の水資源』
p.160より抜粋）   

• 地域内水資源総量
のアジア各国の内
訳をAQUASTATで
確認しよう。 

問題④ 
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Total internal 
renewable water 
resources (IRWR) 

Search by Region
にしてからAsia 

Latest values only 

条件を指定したらSubmit 

地域内水資源総量のアジア各国の内訳① 
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国ごとに地域内水資
源総量が出力された 

CSV形式でダウンロード
し、合計を調べると『日
本の水資源』の値に一致 

地域内水資源総量のアジア各国の内訳② 

39 



WHOとUNICEFの 
水道および下水共同監視プログラム 

40 

[WHO UNICEF 
water]で検索 



WHOとUNICEFの 
水道および下水共同監視プログラム 
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DATA 

TABLES 

各国の水道および
下水の整備状況が
わかる 

ここの記号を押すと表の
カスタマイズが可能 



目次 

42 

1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



• OECD（先進諸国の経済政策の協調・調整のための
国際機関）の統計データが柔軟に出力できる機能。 

 

OECD Stat Extracts 
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[OECD Stat]で検索 



• （ 『世界の統計』2016 p.80、97から抜粋）   

• 日本の大気汚染物質の発生源別排出量の変化を
OECD Stat Extractsで確認しよう。 

問題⑤ 
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Environment                  
– Air and Climate                   
– Air emissions by source 

Customise 
– Selection 
- Country 

日本の大気汚染物質の発生源別排出量の変化① 
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Unselect allにして 

Japan 

日本の大気汚染物質の発生源別排出量の変化② 
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まずは、Year 

2012、2000、
1990を選択 

日本の大気汚染物質の発生源別排出量の変化③ 
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次に、Select 
time period さらに、

Unselect all 

最後に、
Cutomise 
layout 



日本の大気汚染物質の発生源別排出量の変化④ 
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最後に、
View Data 

ドラッグ＆ドロップで以下のように指定 

Country 

Variable 

上がPollutant、 
下がYear 



日本の大気汚染物質の発生源別排出量の変化⑤ 
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発生源はより細かいが
『世界の統計』と同じ
レイアウトになった。 



『世界の統計』Q&A
から使い方のページ
へリンクしています 

OECD StatExtractsやFAOSTATの    
日本語による簡易なマニュアルについて 
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OECD 主要統計のページ 
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[OECD 統計]で検索 

Get real-time dataで
OECD StatExtractsへ 



OECD 主要統計のページ → 
OECD iLibraryの統計ページへ 
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全統計リストを押すと 

OECD iLibraryの
統計ページへ 



OECD iLibrary 
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北大の契約では
統計のインタラ
クティブデータ
ベース機能は使
えません。 

• OECDの出版物を網羅したデータベース。 

• 別のOECDのWebページで無料で見られる出版物
も多い。 



OECD 主要統計のページ → 
OECD Factbookへ 
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OECD Factbook 指標
を押すと OECD iLibraryの

OECD Factbookへ 



OECD Factbook 
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• OECDの出版物の中で統計を最も包括的にまとめ
ている基本書。 

• 日本語版の本もあります。 

公共図書館にも
あることが多い 



目次 

56 

1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



• 世界各地の任意の日時の気象データを入手可。旧組織の
Webページですが、現在もデータは更新。 

[NNDC Climate Data 
Online]で検索 

米国海洋大気庁（NOAA）旧国立気候データセンター
（NCDC）のNNDC Climate Data Online 
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Country 

任意の日付・場所の気象データを入手する① 
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任意の国を選ぶ 

Surface Data, Global 
Summary of the Day 



任意の日付・場所の気象データを入手する② 
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前の画面の期間内の
任意の期間か日付を
選ぶ 

２度続けて
Continue 

ポリシーの確認画面が出るので
I agree- を選択 

任意の場所
を選ぶ 



任意の日付・場所の気象データを入手する③ 

60 

-.txtを選択すると
データが入手できる 

各項目の定義はData format 
documentationを参照 
※気温は摂氏ではなく華氏 



• （2016年版『世界の統計』p.7より抜粋）   

• 『世界の統計』の気象の出典は、国立天文台『理
科年表』。 

『理科年表』について 

61 



Web版『理科年表』（理科年表プレミアム） 

62 

附属図書館
トップページ 

例えば、「キーワード
から探す」で[理科]と
入力・検索 

OECD iLibraryもここ
からアクセス可 



Web版『理科年表』（理科年表プレミアム） 
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理系の基礎データを
幅広く収録 



• 本館の場合、カウンター前にあるゲスト用PC（２台）で
利用可。利用の詳細については、下記のとおり。 
 

– 利用を始めるとき  → ゲート内の記入台にある「ゲ
スト用PC利用申込書」を記入し、カウンターに提出。 

• 利用時間は30分まで（次に待っている方がいなけれ
ば、1回（＋30分）のみ更新可） 

• ご利用いただける時間帯は9時から閉館時刻まで 

– プリントアウト → 有料。モノクロのみ可です。 

• ご利用いただける時間帯は平日の9時から17時まで 

• USB等でのデータの持ち帰りは不可 

学外の方が理科年表プレミアムや   
OECD iLibraryを使うには 
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• 気象庁のWebサイトにも各種データがあります。 

世界の気象データ：この他に 
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目次 

66 

1. 『世界の統計』と“Global forest 
resources assessment” 

2. FAOSTAT 

3. FAO水産養殖局の統計 

4. 水資源データ 

5. OECDの統計 

6. 気象データ 

7. その他 



まとめ 
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テーマや
仮説を 

設定する 

統計を 
入手する 

分析、比
較、考察
を行う 

主にここをご紹介 

国際機関のWebツール ＞ 検索エンジン 
・出力するデータの柔軟な設定が可能 
・作者不明のデータよりは信頼できる 



まとめ 
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テーマや
仮説を 

設定する 

統計を 
入手する 

分析、比
較、考察
を行う 

基本的な統計書や
統計マップはここ
でも役立ちます 

今日はお話していませんが、
分析、比較、考察に際しては
入手した統計の内容・性格を
精査することが必須 



論文やレポートでの引用 

• Webで入手した統計データなどを論文
やレポートで引用する場合、Webツー
ルの名称とURL、アクセス年月日を挙
げることをおすすめします。 
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本館のレファレンス・サービス 
（平日9-17時） 

• レファレンスカウンターに常駐はし
ていません（奥の事務室にいます）。 
お手数をおかけしますが、総合カウンターでレ
ファレンス希望の旨をお知らせください。 

• 011-706-3615，011-706-2973 

• ref@lib.hokudai.ac.jp 
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オンラインフォーム 
（24H受付） 

• 図書館トップページ → 学習・研究支援情報 
→ 図書館スタッフに相談しよう 
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ご参加ありがとうございました！ 

• 本セミナーが国際比較を通した考察などに少し
でも役立てば幸いです。 

 

 

 

 

 

 
北海道大学附属図書館（国連寄託図書館、EU情報センター） 
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