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アジ研ワールド・トレンドNo.�54（2008. 7）― 54

200�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。

１．中　国（�5�.7万㎢）

人口（年央・�00万人） �,2��.8  �,�05.0  �,���.0  �,�20.� 
為替レート（元/米ドル） 8.2770  8.27�8  8.��4�  7.�7�4  7.�075  7.4�20  7.2478  7.��50 
国内総生産（�0億元） ��,���.�  ��,028.0  �8,8��.2  22,��7.�  24,���.�  8,057.� 
（GDP）（�0億米ドル） （�,�47.�） （�,���.5） （2,�02.7） （2,77�.�） （�,24�.8） （�,084.2）

一人当たりGDP（米ドル） �,27�  �,484  �,754  2,�00 
GDP実質成長率（％） �0.0 �0.� �0.4 ��.�
通貨供給量（M2・�0億元） 22,�22.28  25,�05.2�  2�,8�8.0�  �4,�0�.�5  40,7�0.�2  40,7�0.�2  42,2��.�5  42,505.82 
（前年同期比増減率　％） （��.�） （�4.4） （�7.�） （��.0） （�7.�） （�7.�） （��.�） （�8.2）
消費者物価指数＊
（前年同期比増減率 ％） （�.2） （�.�） （�.8） （�.5） （4.8） （�.�） （7.�） （8.7）
輸出（fob, �00万米ドル） 4�8,228  5��,�2�  7��,�5�  ���,�80  ―  ―  �0�,�40  87,�70 
（前年同期比増減率　％） （�4.�） （�5.4） （28.4） （27.2） （―） （―） （2�.�） （�.4）
輸入（cif, �00万米ドル） 4�2,7�0  5��,22�  �5�,�5�  7��,�05  �5�,254  2��,74�  �0,�70  78,8�0 
（前年同期比増減率　％） （��.8） （��.0） （�7.�） （��.�） （20.8） （25.4） （27.5） （�5.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 4�2,225  ��8,574  825,588  �,072,5�7  �,5�4,�5�  �,5�4,�5�  �,5�5,���  �,�5�,2�5 

２．香　港（�,045㎢）

人口（年央・�00万人） �.�0  �.�8  7.0�  7.�� 
為替レート（香港ドル/米ドル） 7.787  7.788  7.777  7.7�8  7.80�  7.77�  7.805  7.7�7 
国内総生産（�0億香港ドル） �,2�5  �,2�2  �,�8�  �,474  �,���  447 
（GDP）（�0億米ドル） （�5�） （���） （�78） （��0） （207） （57）

一人当たりGDP（米ドル） 22,�85  2�,7�7  25,�8�  2�,��� 
GDP実質成長率（％） 2.� 8.5 7.� �.7
通貨供給量（M2・�0億香港ドル） �,��8.�7  �,4�2.85  �,554.52  4,���.24  4,�0�.02  4,�0�.02  4,852.�4 
（前年同期比増減率　％） （�.�） （7.�） （�.5） （��.2） （�8.8） （�8.8） （�7.0）
消費者物価指数（2000=�00） �2.�  �2.�  ��.4  �5.�  �7.2  ��.4  ��.�  �00.8 
（前年同期比増減率　％） （▲2.5） （▲0.�） （0.�） （2.0） （2.0） （�.4） （�.2） （�.2）
輸出（fob, �0億米ドル） 22�.7�  25�.2�  28�.�4  ���.82  �44.5�  ��.��  �0.7�  2�.�5 
（前年同期比増減率　％） （��.8） （�5.�） （��.�） （�.5） （8.7） （8.2） （�5.7） （7.8）
輸入（cif, �0億米ドル） 2��.�0  27�.07  2��.5�  ��4.�8  ��7.�5  �00.28  ��.72  25.�8 
（前年同期比増減率　％） （��.7） （��.�） （�0.5） （��.7） （�.�） （�0.5） （��.8） （�2.�）

外貨準備高（�0億米ドル） ��8.��  �2�.57  �24.27  ���.2�  �52.70  �52.70  �5�.�0  ��0.24 

３．台　湾（�.�万㎢）

人口（年末・�00万人） 22.�  22.7  22.8  22.�  2�.0 
為替レート（元/米ドル） �4.4�8  ��.422  �2.��7  �2.5��  �2.842  �2.4�4  �2.��8  ��.��4 
国内総生産（�00万元） �0,5��,574  ��,0�5,548  ��,454,727  ��,88�,82�  �2,587,�5�  �,�22,�4� 
（GDP）（�00万米ドル） （�05,�42） （���,08�） （�5�,�02） （��5,4�2） （�8�,27�） （�02,428）

一人当たりGDP（米ドル） ��,524  �4,585  �5,���  �5,��0  ��,��4 
GDP実質成長率（％） �.5 �.2 4.2 4.� 5.7 �.4
通貨供給量（M2・�0億元） 2�,425.5  2�,00�.2  24,507.�  25,7�8.7  2�,0��.4  2�,0��.4  2�,5�7.4  2�,�4�.5 
（前年同期比増減率　％） （5.8） （7.4） （�.�） （5.�） （0.�） （0.�） （2.�） （�.4）
消費者物価指数（2000=�00） ��.2  �7.7  �00.0  �00.�  �02.4  �05.2  �0�.5  �04.� 
（前年同期比増減率　％） （▲0.�） （�.�） （2.4） （0.�） （�.8） （4.5） （▲0.5） （0.5）
輸出（fob, �0億元） 5,�7�.0  �,0�7.2  �,�74.5  7,27�.�  8,08�.5  2,207.2  7��.2  5�4.4 
（前年同期比増減率　％） （�0.8） （�7.�） （4.5） （�4.2） （��.�） （�4.0） （��.0） （�5.5）
輸入（cif, �0億元） 4,4�0.0  5,�5�.7  5,877.2  �,�04.�  7,2�4.�  �,888.�  ���.�  5��.4 
（前年同期比増減率　％） （�2.5） （28.�） （�.�） （�2.4） （�.2） （��.8） （�4.0） （22.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 2��,�40  24�,5�0  257,�52  270,840  275,027  275,027  277,57�  282,8�7 
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４．韓　国（�.�万㎢）

人口（年央・�00万人） 47.4�  47.�8  47.87  48.05 
為替レート（ウォン/米ドル） �,���.��  �,�45.�2  �,024.�2  �54.7�  �2�.2�  �2�.2�  �42.72  �44.42 
国内総生産（�0億ウォン） 724,�75  77�,�8�  8�0,5��  848,045  �0�,�8�  247,85� 
（GDP）（�0億米ドル） （�08） （�80） （7��） （888） （�70） （2��）

一人当たりGDP（米ドル） �2,80�  �4,272  ��,5��  �8,485 
GDP実質成長率（％） �.� 4.7 4.2 5.� 5.0 5.7
通貨供給量（M2・�0億ウォン） 55�,58�  550,027  5��,85�  5��,8�8  5��,78�  5��,78�  5�5,427 
（前年同期比増減率　％） （�.7） （▲0.�） （�.�） （4.4） （0.�） （0.�） （4.4）
消費者物価指数（2000=�00） ��0.7  ��4.7  ��7.8  �20.5  �2�.5  �24.�  �25.8  �2�.� 
（前年同期比増減率　％） （�.�） （�.�） （2.7） （2.�） （2.5） （�.�） （�.�） （�.�）
輸出（fob, �00万米ドル） ���,8�7  25�,845  284,4��  �25,4�5  �7�,48�  �0�,272  �2,�2�  ��,�57 
（前年同期比増減率　％） （��.�） （��.0） （�2.0） （�4.4） （�4.�） （�8.2） （�5.0） （�8.8）
輸入（cif, �00万米ドル） �78,827  224,4��  2��,2�8  �0�,�8�  �5�,84�  �00,5��  ��,�0�  �2,40� 
（前年同期比増減率　％） （�7.�） （25.5） （��.4） （�8.4） （�5.�） （25.�） （��.0） （27.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �55,�55.�  ���,0�8.�  2�0,��0.8  2�8,�5�.5  2�2,224.5  2�2,224.5  2��,87�.�  2�2,���.� 

５．タ　 イ （5�.�万㎢）
人口（年央・�00万人）　 �2.��  �2.57  ��.00  ��.44 
為替レート（バーツ／米ドル） 4�.485  40.222  40.220  �7.882  �4.5�8  ��.874  ��.�44  �2.5�7 
国内総生産（�0億バーツ） 5,�2�.0  �,50�.5  7,�0�.0  7,8��.�  8,485.2  2,2�7.8 
  （GDP）（�0億米ドル） （�42.�） （���.7） （�7�.�） （20�.2） （245.8） （�7.8）

一人当たりGDP（米ドル） 2,�00  2,584  2,80�  �,25� 
GDP実質成長率（％） 7.0 �.2 4.5 5.2 5.0 5.8
通貨供給量（Ｍ2・�0億バーツ） �,84�.�  7,222.8  7,�4�.�  8,��0.�  8,2��.�  8,2��.�  8,�77.�  8,547.� 
 （前年同期比増減率　％） （��.0） （5.4） （5.�） （�.7） （�.�） （�.�） （�.2） （�.�）
消費者物価指数 （2000=�00） �04.�  �07.0  ���.8  ��7.0  ���.7  �2�.5  �22.7  �2�.5 
 （前年同期比増減率　％） （�.8） （2.8） （4.5） （4.7） （2.�） （2.�） （4.�） （5.4）
輸出（fob, �0億バーツ） �,�25.�  �,874.8  4,4��.�  4,�4�.5  5,27�.8  �,440.2  4�7.0  427.5 
 （前年同期比増減率　％） （��.7） （��.5） （�4.�） （��.4） （�.7） （��.7） （25.0） （7.0）
輸入（cif, �0億バーツ） �,��8.8  �,80�.2  4,754.�  4,87�.�  4,85�.0  �,2�5.�  4��.8  454.7 
 （前年同期比増減率　％） （��.�） （2�.�） （25.�） （2.5） （▲0.4） （�2.�） （��.8） （22.5）

外貨準備高（�00万米ドル） 42,�48  4�,8��  52,0�5  ��,�84  87,455 87,455  �2,7��  �00,5�� 

６．シンガポール（��8㎢）
人口（年央・�00万人） 4.22  4.27  4.��  4.�8 
為替レート（Ｓドル/米ドル） �.7422  �.��02  �.��44  �.588�  �.507�  �.4542  �.4��5  �.4�08 
国内総生産（�00万Ｓドル） ��0,8�0  �8�,540  ��4,242  20�,��� 
（GDP）（�00万米ドル） （�2,�4�） （�07,407） （���,704） （��2,���）

一人当たりGDP（米ドル） 2�,884  25,�54  2�,�52  �0,�74 
GDP実質成長率（％） �.� 8.8 �.� 7.�
通貨供給量（M2・�00万Ｓドル） ��4,828  20�,�78  2��,7�8  2�2,�70  2�7,55�  2�7,55�  2��,�8�  �0�,222 
（前年同期比増減率　％） （8.�） （�.2） （�.2） （��.4） （��.4） （��.4） （�2.�） （�2.�）
消費者物価指数（2000=�00） �0�.�  �02.8  �0�.2  �04.�  �0�.5  �0�.�  ���.0  ���.7 
（前年同期比増減率　％） （0.5） （�.7） （0.4） （�.�） （2.�） （4.�） （�.�） （�.�）
輸出（fob, �00万Ｓドル） 25�,0��  ��5,��5  �82,5�2  4��,55�  450,587  ��7,��0  42,480  ��,�4� 
（前年同期比増減率　％） （�2.�） （��.7） （�4.0） （�2.8） （4.4） （7.�） （��.8） （�8.�）
輸入（cif, �00万Ｓドル） 222,8��  27�,8�4  ���,���  �78,�24  ��5,�80  �07,��8  �8,4��  ��,�0� 
（前年同期比増減率　％） （7.0） （24.�） （20.�） （��.7） （4.5） （�2.8） （25.�） （20.2）

外貨準備高（�00万米ドル） ��,245  ��2,57�  ���,�72  ���,2�0  ��2,�57  ��2,�57  ��7,�4�  �7�,7�5 
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７．マレーシア（��万㎢）
人口（年央・�00万人） 24.7�  25.��  25.�5  2�.�� 
為替レート（リンギ/米ドル） �.8000  �.8000  �.787�  �.��82  �.4�7�  �.�5�7  �.2�7�  �.222� 
国内総生産（�00万リンギ） 4�8,7��  474,048  5��,45�  572,555  �4�,4��  �77,42� 
（GDP）（�00万米ドル） （��0,202） （�24,74�） （��7,���） （�5�,08�） （�8�,��2） （52,85�）

一人当たりGDP（米ドル） 4,45�  4,�52  5,�47  5,�78 
GDP実質成長率（％） 5.8 �.8 5.0 5.� �.� 7.�
通貨供給量（M2・�00万リンギ） 5��,00�  5�8,8�7  ���,8�4  7�0,0�7  784,4��  784,4�� 
（前年同期比増減率　％） （8.�） （��.7） （�.�） （��.5） （�0.5） （�0.5）
消費者物価指数（2000=�00） �04.�  �05.�  �0�.0  ��2.�  ��5.2  ���.�  ��7.2  ��7.� 
（前年同期比増減率　％） （�.0） （�.5） （2.�） （�.�） （2.0） （2.2） （2.�） （2.�）
輸出（fob, �00万リンギ） �77,�02  477,82�  5��,�72  588,588  �04,5�4  ���,4��  5�,0��  47,050 
（前年同期比増減率　％） （�.5） （2�.5） （��.�） （�0.4） （2.7） （7.5） （�0.4） （�4.5）
輸入（cif, �00万リンギ） ���,402  400,���  4��,���  480,50�  504,0�4  ��4,847  4�,��7  �7,885 
（前年同期比増減率　％） （2.�） （28.5） （8.�） （�0.�） （4.�） （�0.�） （7.�） （�0.�）
外貨準備高（�00万米ドル） 4�,88�  �5,�45  ��,��7  82,��4  �0�,084  �0�,084  �0�,0�7  ���,02� 

８．インドネシア（��0.5万㎢）
人口（年央・�00万人） 220.�5  22�.22  22�.0�  228.8� 
為替レート（ルピア/米ドル） 8,577.�  8,��8.�  �,704.7  �,�5�.�  �,�4�.4  �,240.2  �,40�.4  �,�8�.2 
国内総生産（�0億ルピア） 2,0��,�52  2,2�5,82�  2,774,28�  �,���,480  �,�57,404  �,04�,0�0 
（GDP）（�0億米ドル） （2�7） （257） （28�） （��5） （4��） （���）

一人当たりGDP（米ドル） �,077  �,�5�  �,2�5  �,5�� 
GDP実質成長率（％） 4.7 5.0 5.7 5.5 �.� �.�
通貨供給量（M2・�0億ルピア） �47,2�0  �,0��,207  �,200,48�  �,�7�,878  �,�4�,�75  �,�4�,�75  �,5��,��5  �,�00,��5 
（前年同期比増減率　％） （7.�） （8.�） （��.4） （�4.�） （��.�） （��.�） （��.�） （�7.�）
消費者物価指数（2000=�00） ���.0  �4�.�  �5�.0  �7�.5  �87.8  ��2.4  ��7.4  ��8.7 
（前年同期比増減率　％） （�.7） （�.2） （�0.4） （��.�） （�.4） （�.7） （7.4） （7.4）
輸出（fob, �00万米ドル） �4,�07  70,7�7  8�,���  �0�,48�  ��8,728  ��,0�0  ��,4��  �0,��0 
（前年同期比増減率　％） （8.4） （�0.4） （22.�） （��.0） （�4.7） （2�.�） （��.5） （27.�）
輸入（cif, �00万米ドル） 42,244  54,877  75,5��  80,���  ��,088  25,47�  �,�02  �,0�� 
（前年同期比増減率　％） （�0.2） （2�.�） （�7.�） （�.4） （�5.�） （�8.4） （��.4） （42.5）

外貨準備高（�00万米ドル） ��,25�  ��,�0�  �4,7�0  42,588  5�,�24  5�,�24  5�,002  57,�2� 

９．フィリピン（�0万㎢）
人口（年央・�00万人） 8�.�7  82.87  84.57  8�.2� 
為替レート（ペソ/米ドル） 54.20�  5�.040  55.085  5�.��4  4�.�48  4�.��4  40.��8  40.�7� 
国内総生産（�0億ペソ） 4,���.4  4,87�.�  5,4�7.�  �,0�2.�  �,�5�.�  �,���.� 
（GDP）（�0億米ドル） （7�.�） （8�.�） （�8.7） （��7.�） （�44.�） （44.�）

一人当たりGDP（米ドル） �8�  �,04�  �,��7  �,��� 
GDP実質成長率（％） 4.� 5.0 4.8
通貨供給量（M2・�0億ペソ） 2,44�.70  2,�8�.��  2,8�2.20  �,422.25  �,�0�.�0  �,�0�.�0 
（前年同期比増減率　％） （�.�） （�.�） （�.4） （��.�） （5.4） （5.4）
消費者物価指数（2000=�00） ���.8  �20.�  �2�.8  ��7.�  �4�.8  �44.�  �4�.8  �47.� 
（前年同期比増減率　％） （�.5） （�.0） （7.�） （�.2） （2.8） （�.�） （4.�） （5.4）
輸出（fob, �00万ペソ） �,��5,58�  2,224,27�  2,���,7�0  2,4�2,042  2,��7,44�  5��,5�0  �7�,��� 
（前年同期比増減率　％） （4.�） （��.2） （▲�.2） （�0.7） （▲4.7） （▲5.�） （▲��.2）
輸入（cif, �00万ペソ） 2,�4�,22�  2,�7�,�88  2,587,�8�  2,77�,800  2,�52,���  �8�,47� 
（前年同期比増減率　％） （��.�） （�0.8） （�.0） （7.2） （▲4.4） （▲�.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �7,0��  ��,228  �8,4�4  22,���  ��,752  ��,752  �4,8�0  ��,288 
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＊2004年の為替レートは出所のInternational�Financial�Statistics,�May.�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（��.2万㎢）

人口（年央・�00万人） 80.�0  82.0�  8�.��  84.�� 
為替レート（ドン/米ドル）＊ �5,5�0  �5,85�  �5,��4 
国内総生産（�0億ドン） ���,44�  7�5,�07  8��,2��  �7�,7�0 
（GDP）（�0億米ドル） （40） （5�） （��）

一人当たりGDP（米ドル） 48�  ��7  72� 
GDP実質成長率（％） 7.� 7.8 8.4 8.2
通貨供給量（M2・�0億ドン） �78,0�0  4�5,447  �48,574  84�,0�� 
（前年同期比増減率　％） （��.�） （��.0） （�0.�） （2�.7）
消費者物価指数（2000=�00） �0�.7  ��5.0  �24.5  ���.7  �44.8  �50.5  �57.�  ���.� 
（前年同期比増減率　％） （�.2） （7.8） （8.�） （7.4） （8.�） （�0.7） （�4.�） （�5.7）
輸出（fob, �0億ドン） 20,�4�  2�,485  �2,442  ��,�05 
（前年同期比増減率　％） （20.�） （��.4） （22.5） （22.�）
輸入（cif, �0億ドン） 25,25�  ��,���  ��,�78  44,4�0 
（前年同期比増減率　％） （27.�） （2�.�） （�5.7） （20.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �,�5�.2  7,�8�.�  �,2��.5  ��,5��.0 

��．ミャンマー（�7.7万㎢）
人口（年央・�00万人） 47.�7  47.57  47.�7  48.�8 
為替レート（チャット/米ドル） �.07�4  5.745�  5.7��0  5.78�8  5.�07�  5.4270  5.�7�7  5.���� 
国内総生産（�00万チャット）＊ 7,7��,���  �,078,�2� 
（GDP）（�00万米ドル）＊＊ ― ―

一人当たりGDP（米ドル）＊＊ ― ―

GDP実質成長率（％） ��.8
通貨供給量（M2・�00万チャット） �,572,402  2,08�,824  2,�5�,��� 
（前年同期比増減率　％） （�.4） （�2.4） （27.�）
消費者物価指数（2000=�00） 25�.8  27�.�  2�7.0  �5�.4 
（前年同期比増減率　％） （��.�） （4.5） （�.4） （20.0）
輸出（fob, �00万チャット） �5,�2�.0  ��,�87.0  2�,887.4  2�,027.2 
（前年同期比増減率　％） （▲24.�） （▲�.5） （5�.�） （�8.�）
輸入（cif, �00万チャット） �2,720.7  �2,���.8  ��,�04.�  �2,�4�.0 
（前年同期比増減率　％） （▲�7.�） （▲0.7） （▲�2.�） （�.4）

外貨準備高（�00万米ドル） 5�2.2  �84.7  782.�  �,247.8 

�2．インド（�28.8万㎢）

人口（年央・�00万人） �,0��.4�  �,���.��  �,��4.40  �,�5�.75 
為替レート（ルピー/米ドル） 4�.58�  45.���  44.�00  45.�07  4�.�4�  ��.4�2  ��.�74  ��.7�� 
国内総生産（�0億ルピー） 27,54�.2  ��,4�4.�  �5,80�.4  4�,458.�  4�,���.0 
（GDP）（�0億米ドル） （5��.�） （��5.0） （8��.�） （��5.0） （�,��5.�）

一人当たりGDP（米ドル） 5�8  �22  7��  7�4 
GDP実質成長率（％） 8.�
通貨供給量（M2・�0億ルピー） �7,�4�.0  20,5�5.�  2�,807.�  28,���.� 
（前年同期比増減率　％） （��.0） （��.7） （�5.�） （2�.�）
消費者物価指数（2000=�00） ��2.4  ���.�  �2�.5  �28.�  ���.8  �40.2  �40.2  �4�.2 
（前年同期比増減率　％） （�.�） （�.7） （4.2） （5.8） （�.4） （5.5） （5.5） （5.4）
輸出（fob, �0億ルピー） 2,74�  �,47�  4,���  5,47�  �,002  �,50�  5�7  5�� 
（前年同期比増減率　％） （�2.�） （2�.�） （2�.5） （24.7） （�.5） （��.0） （�.�） （2�.8）
輸入（cif, �0億ルピー） �,�75  4,52�  �,�00  7,�45  8,88�  2,�0�  88�  7�4 
（前年同期比増減率　％） （22.�） （�4.0） （��.�） （2�.�） （��.8） （�.�） （2�.5） （�7.5）

外貨準備高（�00万米ドル） �02,2��  ��0,40�  ���,02�  �7�,�05  2��,�88＊ 2��,�88＊ 284,0�4＊ 2��,�77＊


