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好評
既刊

【テーマ見出し】

国土・気象／人口／国民経済計算／国際収支・金融・財政／貿易
／国際協力・政府開発援助／軍備・国防／農林水産業／鉱工業
／エネルギー／情報通信・科学技術／運輸／労働／物価・家計
／国民生活／教育・文化／環境　　　　　　　　　　…全17種

最新統計集45種に掲載された
統計資料2,581件

■日本で刊行された世界の国々に関する統計集・白書
など45種に掲載されている統計資料2,581件を、表項
目にある国名から検索できるツールです。

国際統計資料集の多くは索引や目次が十分に整備されているとはいえず、

索引があっても、主題の検索を目的としたものなので、どのような国々

のデータが掲載されているかはほとんどわからないのが実状です。

調べたい資料をすぐ探せる

■各資料は、地域別・国名見出しのもと、人口、運輸、
エネルギーなど項目別に分類しているので、ある国
の統計資料がどの統計集の何頁に掲載されているか
一目でわかります。

■主題キーワードから引ける「事項名索引」付き。

9784816922268

白書統計索引 2004　●統計資料14,268点を収録
A5・710頁　定価（本体25,000円＋税）　ISBN4-8169-1908-2　2005.4刊

白書統計索引 2007　●統計資料15,327点を収録
A5・810頁　定価（本体25,000円＋税）　ISBN4-8169-2096-7　2008.3刊

■収録対象統計集例■

『国際連合　世界統計年鑑2006（VOL.51）』�国際連合統計局 原著編集
『人口の動向　日本と世界2009』� 国立社会保障・人口問題研究所 編
『図表でみる世界の主要統計OECDファクトブック（2008年版）
　―経済、環境、社会に関する統計資料』�経済協力開発機構（OECD） 編著

『世界国勢図会　2008／09年版』� 矢野恒太記念会 編
『世界と日本の地理統計　2005／2006年版』�古今書院地理統計編集部
『世界の統計　2009年版』� 総務省統計局，総務省統計研究所 編
『ヨーロッパ統計年鑑　2006－07　―データと図表で見るヨーロッパ案内―』
� ヨーロッパ連合 編，猪口孝 監訳

『インターネット白書2009』
� 財団法人インターネット協会 監修，三橋昭和 編

『外交青書2009（平成21年版）』� 外務省 編
『環境循環型社会白書（平成20年版）』� 環境省 編
『経済財政白書　平成20年版』� 内閣府 編
『ケータイ白書2009』� モバイル・コンテンツ・フォーラム 監修
『原子力白書（平成19年版）』� 原子力委員会 編
『高齢社会白書　平成21年版』� 内閣府 編
『2008年国民春闘白書』�全国労働組合総連合，労働運動総合研究所 編
『ジェトロ貿易投資白書　2008年版』� ジェトロ 編
『自殺対策白書　平成20年版』� 内閣府 編
『社会福祉の動向2009』� 社会福祉の動向編集委員会 編
『情報メディア白書2009』� 電通総研 編
『食料・農業・農村白書　平成21年版』� 農林水産省 編
『政府開発援助（ODA）白書　2008年版』� 外務省 編
『地球白書　2008－09』� クリストファー・フレイヴィン 編
『通商白書2008　～新たな市場創造に向けた通商国家日本の挑戦～』
� 経済産業省 編

『日本の防衛―防衛白書―　平成21年版』� 防衛省
『犯罪白書（平成20年版）―高齢犯罪者の実態と処遇―』
� 法務省法務総合研究所 編
� …など45種



『国際比較統計索引』内容見本

� アジア� パラオ共和国

ミクロネシア連邦
《国土・気象》
◇土地：〈国連〉　52　p.541～ 545
◇世界各国（地域）の面積：〈白書〉　p.25～ 28

《人口》
◇男女別人口 ,人口増加率 ,地表面積および人口密
度：〈国連〉　8　p.31～ 43

◇都市・農村別人口 ,増加率および最大都市人口：
〈国連〉　9　p.44～ 53
◇各国の人口の推移（VI）：〈国勢〉　表2－2　
p.62

◇年齢別人口構成（IV）：〈国勢〉　表2－5　p.74
◇人口・面積（6）：〈世界〉　2－5　p.39

《国民経済計算》
◇国内総生産 ,合計および1人あたり：〈国連〉　16
　p.133～ 150
◇その他の経済圏の主要指標：〈世経〉　1.6　p.32
～ 33

《国際収支・金融・財政》
◇為替レート：〈国連〉　65　p.735～ 751

《貿易》
◇輸出入総額：〈国連〉　58　p.599～ 615

《国際協力・政府開発援助》
◇発展途上諸国または地域に対する二国間および
多国間公的開発援助の資金支払額：〈国連〉　67
　p.763～ 777
◇国連組織を通じた社会・経済開発援助：〈国連〉
　69　p.779～ 787
◇大洋州地域における日本の援助実績：〈援助〉　
図表III－ 21　p.128
◇国別・援助形態別内訳：〈援助〉　図表IV－ 14　
p.182～ 187

《農林水産業》
◇農業生産：〈国連〉　30　p.331～ 334
◇漁獲高：〈国連〉　33　p.345～ 352
◇家畜：〈国連〉　34　p.353～ 376
◇肉類：〈国連〉　37　p.399～ 413
《情報通信・科学技術》
◇携帯電話契約者：〈国連〉　13　p.91～ 102
◇電話：〈国連〉　14　p.103～ 115
◇インターネット利用者：〈国連〉　15　p.116～128
◇衛星放送普及率（2006年）：〈デタ〉　p.121

《運輸》
◇出発地域別観光客・訪問者到着数：〈国連〉　61
　p.635～ 666
◇観光客・訪問者到着数および観光支出：〈国連〉
　62　p.667～ 676
◇国際観光支出：〈国連〉　63　p.677～ 688

《国民生活》
◇肥満度ランキング：〈白書〉　p.542～ 543

《教育・文化》
◇第1・第2・第3段階の教育：〈国連〉　10　p.55
～ 75

《環境》
◇クロロフッ化炭素（CFCs）によるオゾン破壊：
〈国連〉　54　p.554～ 557

パラオ共和国
《国土・気象》
◇土地：〈国連〉　p.541～ 545
◇世界各国（地域）の面積：〈白書〉　52　p.25～
28

� � バングラデシュ人民共和国
バ

バングラデシュ人民共和国
《国土・気象》
◇土地：〈国連〉　52　p.541～ 545
◇世界各国（地域）の面積：〈白書〉　p.25～ 28
◇森林の面積：〈白書〉　p.235～ 237
◇森林の面積（1）：〈世界〉　1－3　p.15
◇おもな国の土地面積・土地利用（2005年）：〈デ
タ〉　p.54～ 55

《人口》
◇男女別人口 ,人口増加率 ,地表面積および人口密
度：〈国連〉　8　p.31～ 43

◇都市・農村別人口 ,増加率および最大都市人口：
〈国連〉　9　p.44～ 53
◇主要国の人口および人口増加率：1950～ 2050
年：〈人口〉　表1－15　p.20

◇人口の多い国：1950,2005,2050年：〈人口〉　表1

◇主要国の年齢　別人口割合：1950,2005,2050年：
〈人口〉　表2－15　p.36
《教育・文化》
◇第1・第2・第3段階の教育：〈国連〉　10　p.55
～ 75

◇公的教育支出：対GNIおよび対政府支出比：
〈国連〉　11　p.76～ 81
◇教育投資：〈世経〉　2.9　p.74～ 76
◇就学：〈世経〉　2.10　p.78～ 80
◇教育の効率：〈世経〉　2.11　p.82～ 84
◇教育の達成と成果：〈世経〉　2.12　p.86～ 88
◇所得と性による教育差：〈世経〉　2.13　p.90～
91
◇教育に関する指標（I）：〈国勢〉　表11－ 11　
p.468～ 469
◇在学率：〈白書〉　p.466～ 467
◇識字率：〈白書〉　p.482～ 483
◇世界遺産登録件数：〈白書〉　p.602～ 603
◇新聞発行部数：〈白書〉　p.609～ 610
◇テレビ、ラジオの世帯普及率：〈白書〉　p.618
◇おもな国の非識字率（2003年）：〈地理〉　p.58
◇教員1人当たり生徒数：〈世界〉　15－ 1　p.358
◇女子教員の比率：〈世界〉　15－ 2　p.359
◇男女別在学率：〈世界〉　15－ 3　p.360
◇男女別識字率：〈世界〉　15－ 6　p.363

《環境》
◇CO2発生量の推計：〈国連〉　53　p.546～ 553
◇クロロフッ化炭素（CFCs）によるオゾン破壊：
〈国連〉　54　p.554～ 557
◇ミレニアム開発目標：共通の環境保護：〈世経〉
　1.3　p.22～ 24

インド
《国土・気象》
◇土地：〈国連〉　52　p.541～ 545
◇世界各国（地域）の面積：〈白書〉　p.25～ 28
◇森林の面積：〈白書〉　p.235～ 237
◇森林面積の変化：〈白書〉　p.238
◇世界の面積の大きい国：〈地理〉　p.17
◇森林の面積（1）：〈世界〉　1－3　p.15
◇気象：〈世界〉　1－4　p.17
◇面積の広い国（2006年）：〈世界〉　2　p.25
◇おもな国の土地面積・土地利用（2005年）：〈デ
タ〉　p.54～ 55

《人口》
◇男女別人口，人口増加率，地表面積および人口
密度：〈国連〉　8　p.31～ 43
◇都市・農村別人口，増加率および最大都市人
口：〈国連〉　9　p.44～ 53
◇主要国の人口，人口増加率，面積および人口密
度：1995，2000，2006年：〈人口〉　表1－14　

《国際協力・政府開発援助》
◇発展途上諸国または地域に対する二国間および
多国間公的開発援助の資金支払額：〈国連〉　67
　p.763～ 777
◇国連組織を通じた社会・経済開発援助：〈国連〉
　69　p.779～ 787
◇開発と女性：〈世経〉　1.5　p.28～ 30
◇援助への依存度：〈世経〉　6.11　p.348～ 350
◇DAC諸国による純援助の分配：〈世経〉　6.12　

◇開発途上国の社会・環境指標（1）：〈世界〉　11
－ 9　p.278～ 279
◇南アジア地域における日本援助実績：〈援助〉　
図表III－ 14　p.111
◇国別・援助形態別内訳：〈援助〉　図表IV－ 14　
p.182～ 187

◇二国間政府開発援助形態別30大供与相手国：
〈援助〉　図表IV－ 15　p.188～ 189

《軍備・国防》
◇防衛支出と武器移転：〈世経〉　5.7　p.288～ 290
◇各国の国防支出と予算比較（II）：〈国勢〉　表12
－ 3　p.492～ 493
◇主な国・地域の兵力（概数）（2006年）：〈国勢〉
　図12－ 4　p.497
◇各国の兵力比較（II）（2007年 11月現在）：〈国
勢〉　表12－ 5　p.499

◇通常兵器輸出国の世界に占める割合と主な輸入
国の輸入先割合（2003～ 2007年計）：〈国勢〉　
図12－ 5　p.500

◇通常兵器輸出国・輸入国（1990年価格）：〈国
勢〉　表12－ 7　p.501
◇各国国防費推移：〈白書〉　p.380～ 381
◇主要国兵力：〈白書〉　p.383
◇主要国の正規軍と予備兵力：〈白書〉　p.384
◇武器の輸出入：〈白書〉　p.392～ 393
◇主要国の軍縮・不拡散体制：〈白書〉　p.395～
398
◇おもな国の国防支出と兵力：〈デタ〉　p.145
◇通常兵器の輸出国・輸入国：〈デタ〉　p.145
◇主要国・地域の兵力一覧（概数）：〈防衛〉　資料
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