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アジ研ワールド・トレンド No.�53（2008. 6）―�8

2006年６月号から台湾以外のデータ源をIMFのInternational Financial Statistics に統一しました。ADBのKey Indicators of Developing Asian and Pacific Countries から引用していた人口、
一人当たり GDP および各国の統計資料を利用していた以下の項目は、データの連続性がありませんのでご注意下さい。中国（輸出、輸入）、香港（国内総生産、米ドル換算
GDP、GDP 実績成長率、通貨供給量、消費者物価指数、輸出、輸入、外貨準備高）マレーシア（輸出、輸入）、インドネシア（国内総生産、米ドル換算 GDP、GDP 実績成長率、
通貨供給量、輸出、輸入）。

＊出所のInternational Financial Statistics（IMF）では前年同期比増減率のみ掲載されている。

（出所）  International Financial Statistics（IMF）、ただし台湾については、中央銀行ウェブサイト（http://www.cbc.gov.tw/EngHome/Eeconomic/Statistics/
FS/IMF/fs.asp）および『國民經濟動向統計季報』（行政院主計處）に基づく。

（注）表中、為替レートは各国とも年・期・月平均。

２．香　港（�,0�5㎢）

人口（年央・�00万人） 6.�0 6.�8 �.06 �.�3 
為替レート（香港ドル / 米ドル） �.�8� �.�88 �.��� �.�68 �.80� �.��6 �.��8 �.805 
国内総生産（�0億香港ドル） �,235 �,2�2 �,383 �,��� 

（GDP）（�0億米ドル） （�5�） （�66） （��8） （��0）

一人当たり GDP（米ドル） 22,�85 23,�6� 25,�8� 26,6�3 
GDP 実質成長率（％） 2.� 8.5 �.� 6.�
通貨供給量（M2・�0億香港ドル） 3,��8.�� 3,�32.85 3,55�.52 �,�3�.2� 

（前年同期比増減率　％） （6.3） （�.3） （3.5） （�6.2）
消費者物価指数（2000=�00） �2.� �2.6 �3.� �5.3 ��.2 ��.� �00.0 

（前年同期比増減率　％） （▲2.5） （▲0.3） （0.�） （2.0） （2.0） （3.�） （3.8）
輸出（fob, �0億米ドル） 223.�6 25�.26 28�.3� 3�6.82 3��.63 �3.�� 2�.�8 

（前年同期比増減率　％） （��.8） （�5.�） （��.6） （�.5） （8.8） （8.3） （�.8）
輸入（cif, �0億米ドル） 23�.�0 2��.0� 2��.53 33�.68 36�.86 �00.�� 33.30 

（前年同期比増減率　％） （��.�） （�6.�） （�0.5） （��.�） （�.�） （�0.�） （�.�）

外貨準備高（�0億米ドル） ��8.3� �23.5� �2�.2� �33.2� �52.�� �52.�� �52.�� 

３．台　湾（3.6万㎢）

人口（年末・�00万人） 22.6 22.� 22.8 22.� 23.0 
為替レート（元 / 米ドル） 3�.��8 33.�22 32.�6� 32.53� 32.8�2 32.�3� 32.��� 32.368 
国内総生産（�00万元） �0,5��,5�� ��,065,5�8 ��,�5�,�2� ��,88�,823 �2,58�,65� 3,322,��� 

（GDP）（�00万米ドル） （305,6�2） （33�,086） （356,�02） （365,��2） （383,2��） （�02,�28）

一人当たり GDP（米ドル） �3,52� ��,585 �5,6�� �5,�60 �6,66� 
GDP 実質成長率（％） 3.5 6.2 �.2 �.� 5.� 6.�
通貨供給量（M2・�0億元） 2�,�25.5 23,00�.2 2�,50�.5 25,��8.� 26,03�.� 26,03�.� 26,03�.� 26,5��.� 

（前年同期比増減率　％） （5.8） （�.�） （6.5） （5.3） （0.�） （0.�） （0.�） （2.�）
消費者物価指数（2000=�00） �6.2 ��.� �00.0 �00.6 �02.� �05.2 �0�.� �03.5 

（前年同期比増減率　％） （▲0.3） （�.6） （2.�） （0.6） （�.8） （�.5） （▲0.�） （▲0.5）
輸出（fob, �0億元） 5,��3.0 6,0��.2 6,3��.5 �,2��.3 8,08�.5 2,20�.2 �58.5 ��6.5 

（前年同期比増減率　％） （�0.8） （��.�） （�.5） （��.2） （��.�） （��.0） （�8.�） （��.0）
輸入（cif, �0億元） �,��0.0 5,656.� 5,8��.2 6,60�.3 �,2��.� �,888.� 68�.0 66�.0 

（前年同期比増減率　％） （�2.5） （28.3） （3.�） （�2.�） （�.2） （��.8） （26.6） （�3.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 2��,��0 2�6,560 25�,�52 2�0,8�0 2�5,02� 2�5,02� 2�5,02� 2��,5�� 

１．中　国（�5�.�万㎢）

人口（年央・�00万人） �,2�6.8 �,305.0 �,3�3.0 �,320.� 
為替レート（元 / 米ドル） 8.2��0 8.2�68 8.���3 �.��3� �.60�5 �.�320 �.3�20 �.2��8 
国内総生産（�0億元） �3,63�.� �6,028.0 �8,86�.2 22,���.� 2�,66�.� 8,05�.6 

（GDP）（�0億米ドル） （�,6��.�） （�,�36.5） （2,302.�） （2,��3.�） （3,2��.8） （�,08�.2）

一人当たり GDP（米ドル） �,2�� �,�8� �,�5� 2,�00 
GDP 実質成長率（％） �0.0 �0.� �0.� ��.�
通貨供給量（M2・�0億元） 22,�22.28 25,305.23 2�,838.0� 3�,60�.�5 

（前年同期比増減率　％） （��.6） （��.�） （��.�） （�6.0）
消費者物価指数＊

（前年同期比増減率 ％） （�.2） （3.�） （�.8） （�.5） （�.8） （6.6） （6.5） （�.�）
輸出（fob, �00万米ドル） �38,228 5�3,326 �6�,�53 �6�,380 88�,660 33�,5�� ���,200 

（前年同期比増減率　％） （3�.6） （35.�） （28.�） （2�.2） （▲8.2） （22.�） （2�.�）
輸入（cif, �00万米ドル） ��2,�60 56�,22� 65�,�53 ���,605 �00,528 263,��3 ��,�30 

（前年同期比増減率　％） （3�.8） （36.0） （��.6） （��.�） （▲��.5） （25.�） （25.5）

外貨準備高（�00万米ドル） ��2,225 6�8,5�� 825,588 �,0�2,56� �,53�,356 �,53�,356 �,53�,356 
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��―アジ研ワールド・トレンド No.�53（2008. 6）

４．韓　国（�.�万㎢）

人口（年央・�00万人） ��.�� ��.68 ��.8� �8.05 
為替レート（ウォン / 米ドル） �,���.6� �,��5.32 �,02�.�2 �5�.�� �2�.26 �2�.23 �30.�6 ��2.3� 
国内総生産（�0億ウォン） �2�,6�5 ���,38� 8�0,5�6 8��,8�6 

（GDP）（�0億米ドル） （608） （680） （���） （888）

一人当たり GDP（米ドル） �2,806 ��,2�2 �6,533 �8,�8� 
GDP 実質成長率（％） 3.� �.� �.2 5.0
通貨供給量（M2・�0億ウォン） 553,583 550,02� 566,85� 5��,8�8 

（前年同期比増減率　％） （6.�） （▲0.6） （3.�） （�.�）
消費者物価指数（2000=�00） ��0.� ���.� ���.8 �20.5 �23.5 �2�.� �25.3 �25.8 

（前年同期比増減率　％） （3.6） （3.6） （2.�） （2.3） （2.5） （3.3） （3.6） （3.�）
輸出（fob, �00万米ドル） ��3,8�� 253,8�5 28�,��� 325,�65 3��,55� �03,32� 33,030 32,�2� 

（前年同期比増減率　％） （��.3） （3�.0） （�2.0） （��.�） （��.2） （�8.2） （��.8） （�5.�）
輸入（cif, �00万米ドル） ��8,82� 22�,�63 26�,238 30�,383 356,6�8 �00,�36 33,8�6 36,�28 

（前年同期比増減率　％） （��.6） （25.5） （�6.�） （�8.�） （�5.3） （25.�） （23.2） （3�.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �55,355.� ���,068.� 2�0,3�0.8 238,�56.5 262,22�.5 262,22�.5 262,22�.5 

５．タ　 イ （5�.3万㎢）

人口（年央・�00万人）　 62.�3 62.5� 63.00 63.�� 
為替レート（バーツ／米ドル） ��.�85 �0.222 �0.220 3�.882 3�.5�8 33.8�� 33.65� 33.208 
国内総生産（�0億バーツ） 5,�2�.0 6,503.5 �,�03.0 �,8�3.� 
  （GDP）（�0億米ドル） （��2.�） （�6�.�） （��6.6） （206.2）

一人当たり GDP（米ドル） 2,300 2,58� 2,803 3,25� 
GDP 実質成長率（％） �.0 6.2 �.5 5.2
通貨供給量（Ｍ2・�0億バーツ） 6,8��.6 �,222.8 �,6�6.� 8,�60.� 8,26�.3 8,26�.3 8,26�.3 
 （前年同期比増減率　％） （��.0） （5.�） （5.�） （6.�） （�.3） （�.3） （�.3）
消費者物価指数 （2000=�00） �0�.� �0�.0 ���.8 ���.0 ���.� �2�.5 �2�.� �22.� 
 （前年同期比増減率　％） （�.8） （2.8） （�.5） （�.�） （2.3） （2.�） （3.2） （�.3）
輸出（fob, �0億バーツ） 3,325.6 3,8��.8 �,�3�.3 �,��6.5 5,2�6.8 �,��0.2 ��6.3 
 （前年同期比増減率　％） （�3.�） （�6.5） （��.6） （��.�） （6.�） （�3.�） （�0.0）
輸入（cif, �0億バーツ） 3,�38.8 3,80�.2 �,�5�.6 �,8��.6 �,853.0 �,2�5.� �0�.0 
 （前年同期比増減率　％） （�3.�） （2�.�） （25.�） （2.5） （▲0.�） （�2.�） （0.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �2,��8 ��,83� 52,065 66,�8� 8�,�55 8�,�55 8�,�55 �2,�6� 

６．シンガポール（6�8㎢）

人口（年央・�00万人） �.22 �.2� �.33 �.38 
為替レート（Ｓドル / 米ドル） �.��22 �.6�02 �.66�� �.588� �.50�� �.�5�2 �.��8� �.�3�5 
国内総生産（�00万Ｓドル） �60,8�0 �8�,5�0 ���,2�2 20�,��� 

（GDP）（�00万米ドル） （�2,3��） （�0�,�0�） （��6,�0�） （�32,�6�）

一人当たり GDP（米ドル） 2�,88� 25,�5� 26,�52 30,��� 
GDP 実質成長率（％） 3.� 8.8 6.6 �.�
通貨供給量（M2・�00万Ｓドル） ���,828 206,��8 2��,��8 262,3�0 2��,55� 2��,55� 2��,55� 

（前年同期比増減率　％） （8.�） （6.2） （6.2） （��.�） （�3.�） （�3.�） （�3.�）
消費者物価指数（2000=�00） �0�.� �02.8 �03.2 �0�.3 �06.5 �0�.� �0�.6 

（前年同期比増減率　％） （0.5） （�.�） （0.�） （�.�） （2.�） （�.�） （�.�）
輸出（fob, �00万Ｓドル） 25�,0�6 335,6�5 382,532 �3�,55� �50,58� ���,��0 3�,6�� 

（前年同期比増減率　％） （�2.�） （33.�） （��.0） （�2.8） （�.�） （�.�） （6.0）
輸入（cif, �00万Ｓドル） 222,8�� 2�6,8�� 333,��� 3�8,�2� 3�5,��3 �0�,66� 3�,��8 

（前年同期比増減率　％） （�.0） （2�.3） （20.3） （�3.�） （�.5） （�2.8） （5.5）

外貨準備高（�00万米ドル） �6,2�5 ��2,5�� ��6,��2 �36,25� �62,�5� �62,�5� �62,�5� 



ア
ジ
ア
各
国
・
地
域　

経
済
統
計

20
03

20
0�

20
05

20
06

20
0�

20
08

　
１

月

20
0�

　
�2

月

20
0�

　
第

４
四

半
期

図
書
館
資
料
サ
ー
ビ
ス
課

アジ研ワールド・トレンド No.�53（2008. 6）―50

＊計算元データの基準年を変更したため、2005年以降のみ掲載。

７．マレーシア（33万㎢）

人口（年央・�00万人） 2�.�3 25.�� 25.65 26.�� 
為替レート（リンギ / 米ドル） 3.8000 3.8000 3.�8�� 3.6682 3.�3�6 3.356� 3.33�2 
国内総生産（�00万リンギ） 3�5,0�� ���,0�8 5��,�5� 5�2,555 

（GDP）（�00万米ドル） （�03,�52） （�2�,���） （�3�,�63） （�56,086）

一人当たり GDP（米ドル） �,203 �,�52 5,3�� 5,��8 
GDP 実質成長率（％）＊ 5.0 5.�
通貨供給量（M2・�00万リンギ） 536,00� 5�8,8�� 636,86� ��0,0�� 

（前年同期比増減率　％） （8.�） （��.�） （6.3） （��.5）
消費者物価指数（2000=�00） �0�.3 �05.� �0�.0 ��2.� ��5.2 ��6.3 ��6.8 ���.2 

（前年同期比増減率　％） （�.0） （�.5） （2.�） （3.6） （2.0） （2.2） （2.�） （2.3）
輸出（fob, �00万リンギ） 3��,602 ���,82� 533,3�2 588,588 60�,5�� �63,�3� 5�,�08 

（前年同期比増減率　％） （6.5） （26.5） （��.6） （�0.�） （2.�） （�.5） （3.0）
輸入（cif, �00万リンギ） 3��,�02 �00,�33 �33,��6 �80,506 50�,0�� �3�,8�� ��,505 

（前年同期比増減率　％） （2.6） （28.5） （8.3） （�0.�） （�.�） （�0.�） （8.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �3,883 65,��5 6�,�0� 82,��� �0�,08� �0�,08� �0�,08� 

８．インドネシア（��0.5万㎢）

人口（年央・�00万人） 220.35 223.22 226.06 228.86 
為替レート（ルピア / 米ドル） 8,5��.� 8,�38.� �,�0�.� �,�5�.3 �,��3.� �,2�0.2 �,333.6 �,�06.� 
国内総生産（�0億ルピア） 2,036,352 2,2�5,826 2,�8�,�60 3,338,��6 

（GDP）（�0億米ドル） （23�） （25�） （28�） （36�）

一人当たり GDP（米ドル） �,0�� �,�5� �,26� �,5�3 
GDP 実質成長率（％） �.� 5.0 5.� 5.5
通貨供給量（M2・�0億ルピア） ���,260 �,03�,20� �,200,�83 �,3��,8�8 �,6�6,��5 �,6�6,��5 �,6�6,��5 

（前年同期比増減率　％） （�.�） （8.�） （�6.�） （��.�） （��.3） （��.3） （��.3）
消費者物価指数（2000=�00） �33.0 ���.3 �56.0 ��6.5 �8�.8 ��2.� ���.0 ���.� 

（前年同期比増減率　％） （6.�） （6.2） （�0.�） （�3.�） （6.�） （6.�） （6.6） （�.�）
輸出（fob, �00万米ドル） 6�,�0� �0,�6� 86,��6 �03,�86 ��8,�28 33,0�0 ��,63� 

（前年同期比増減率　％） （8.�） （�0.�） （22.�） （��.0） （��.�） （2�.�） （32.3）
輸入（cif, �00万米ドル） �2,2�� 5�,8�� �5,533 80,333 �3,088 25,��� 8,�5� 

（前年同期比増減率　％） （�0.2） （2�.�） （3�.6） （6.�） （�5.�） （�8.�） （�.5）

外貨準備高（�00万米ドル） 36,253 36,303 3�,�30 �2,588 56,�2� 56,�2� 56,�2� 

９．フィリピン（30万㎢）

人口（年央・�00万人） 8�.�� 82.8� 8�.5� 86.26 
為替レート（ペソ / 米ドル） 5�.203 56.0�0 55.085 5�.3�� �6.��8 �3.��� ��.��3 �0.�38 
国内総生産（�0億ペソ） �,3�6.� �,8��.6 5,�3�.� 6,032.6 

（GDP）（�0億米ドル） （��.6） （86.�） （�8.�） （���.6）

一人当たり GDP（米ドル） �8� �,0�� �,�6� �,363 
GDP 実質成長率（％） �.� 5.0 �.8
通貨供給量（M2・�0億ペソ） 2,��6.�0 2,68�.36 2,862.20 3,�22.25 

（前年同期比増減率　％） （3.6） （�.�） （6.�） （��.6）
消費者物価指数（2000=�00） ��3.8 �20.6 �2�.8 �3�.� ���.8 ���.� ��5.� ��6.8 

（前年同期比増減率　％） （3.5） （6.0） （�.6） （6.2） （2.8） （3.3） （3.�） （�.�）
輸出（fob, �00万ペソ） �,�65,58� 2,22�,2�� 2,��6,�60 2,�32,0�2 

（前年同期比増減率　％） （�.3） （�3.2） （▲�.2） （�0.�）
輸入（cif, �00万ペソ） 2,���,226 2,3�3,�88 2,58�,38� 2,��3,800 

（前年同期比増減率　％） （��.6） （�0.8） （�.0） （�.2）

外貨準備高（�00万米ドル） ��,063 �6,228 �8,��� 22,�66 33,�52 33,�52 33,�52 
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＊2004年の為替レートは出所のInternational Financial Statistics, Mar. 2008（IMF）では未掲載のため、米ドル換算GDP及び、一人当たりGDP（米ドル）は算出不可。

＊Goldを含まない。

＊会計年による数値。
＊＊表中の公定為替レートは実勢レートとの乖離が大きすぎるため、公定レートによる米ドル換算は記載を控えた。

�0．ベトナム（33.2万㎢）

人口（年央・�00万人） 82.6� 83.8� 85.03 86.2� 
為替レート（ドン / 米ドル）＊ �5,5�0 �5,85� �5,��� 
国内総生産（�0億ドン） 6�3,��3 ��5,30� 83�,2�� ��3,��0 

（GDP）（�0億米ドル） （�0） （53） （6�）

一人当たり GDP（米ドル） ���  622 �06 
GDP 実質成長率（％） �.3 �.8 8.� 8.2
通貨供給量（M2・�0億ドン） 3�8,060 ��5,��� 6�8,5�� 8��,0�� 

（前年同期比増減率　％） （33.�） （3�.0） （30.�） （2�.�）
消費者物価指数（2000=�00） �06.6 ���.� �2�.� �3�.0 

（前年同期比増減率　％） （3.�） （�.8） （8.3） （�.�）
輸出（fob, �0億ドン） 20,��� 26,�85 32,��2 3�,605 

（前年同期比増減率　％） （20.6） （3�.�） （22.5） （22.�）
輸入（cif, �0億ドン） 25,256 3�,�6� 36,��8 ��,��0 

（前年同期比増減率　％） （2�.�） （26.6） （�5.�） （20.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 6,35�.2 �,�86.� �,2�6.5 �3,5��.0 

��．ミャンマー（6�.�万㎢）

人口（年央・�00万人） ��.�� ��.5� ��.�� �8.38 
為替レート（チャット / 米ドル） 6.0�6� 5.��5� 5.�6�0 5.�838 5.6�2� 5.���� 5.�53� 
国内総生産（�00万チャット）＊ �,��6,6�6 �,0�8,�2� 

（GDP）（�00万米ドル）＊＊ ― ―

一人当たり GDP（米ドル）＊＊ ― ―

GDP 実質成長率（％） �3.8
通貨供給量（M2・�00万チャット） �,5�2,�02 2,08�,82� 2,65�,��� 

（前年同期比増減率　％） （�.�） （32.�） （2�.3）
消費者物価指数（2000=�00） 25�.8 2��.6 2��.0 356.� 

（前年同期比増減率　％） （36.6） （�.5） （�.�） （20.0）
輸出（fob, �00万チャット） �5,�23.0 �3,68�.0 2�,88�.� 26,02�.2 

（前年同期比増減率　％） （▲2�.3） （▲�.5） （5�.�） （�8.�）
輸入（cif, �00万チャット） �2,�20.� �2,636.8 ��,�0�.3 �2,��6.0 

（前年同期比増減率　％） （▲��.3） （▲0.�） （▲�2.�） （�.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 562.2 68�.� �82.3 �,2��.8 

�2．インド（328.8万㎢）

人口（年央・�00万人） �,0��.�� �,��6.�� �,�3�.�0 �,�5�.�5 
為替レート（ルピー / 米ドル） �6.583 �5.3�6 ��.�00 �5.30� ��.3�� 3�.�62 3�.��0 3�.3�3 
国内総生産（�0億ルピー） 2�,5�6.2 3�,���.� 35,803.� ��,�58.� �6,�36.0 

（GDP）（�0億米ドル） （5��.3） （6�5.0） （8��.�） （��5.0） （�,�35.�）

一人当たり GDP（米ドル） 538 622 ��6 ��� 
GDP 実質成長率（％） 8.3
通貨供給量（M2・�0億ルピー） ��,6�3.0 20,5�5.� 23,80�.� 28,�6�.6 

（前年同期比増減率　％） （�3.0） （�6.�） （�5.6） （2�.6）
消費者物価指数（2000=�00） ��2.� ��6.6 �2�.5 �28.6 �36.8 ��0.2 ��0.2 

（前年同期比増減率　％） （3.�） （3.�） （�.2） （5.8） （6.�） （5.5） （5.5）
輸出（fob, �0億ルピー） 2,��3 3,��3 �,3�3 5,��� 6,002 �,50� �86 

（前年同期比増減率　％） （�2.�） （26.6） （26.5） （2�.�） （�.5） （��.0） （�.6）
輸入（cif, �0億ルピー） 3,3�5 �,52� 6,300 �,��5 8,88� 2,30� 6�� 

（前年同期比増減率　％） （22.�） （3�.0） （3�.3） （26.�） （��.8） （6.�） （0.2）

外貨準備高（�00万米ドル） �02,26� �30,�0� �36,026 ��6,�05 266,�88＊ 266,�88＊ 266,�88＊ 28�,03�＊


