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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 IFS Online, 2009年２月19日更新）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 IFS Online, 2009年２月19日更新）、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/content.
asp?mp=2&CuItem=2069）および行政院主計處ウェブサイト（http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=23937&ctNode=3363）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（959.�万㎢）

人口（年央・�00万人） �,�04.9� �,��2.9� �,�20.�6 �,�2�.6�
為替レート（元／米ドル） �.2�� �.�94 �.9�� �.60� 6.949 6.��4 6.�29 6.�4�
国内総生産（�0億元） �6,02�.0 ��,�69.2 22,���.0 24,66�.9 �0,06�.0 9,90�.9
（GDP）（�0億米ドル） （�,9�6.5） （2,�02.�） （2,��4.0） （�,24�.6） （4,�26.�） （�,449.2）

一人当たりGDP（米ドル） �,4�4 �,�54 2,�00 2,440
GDP実質成長率（％） �0.� �0.4 ��.� ��.9
通貨供給量（M2・�0億元） 24,242.6 2�,�0�.2 �4,560.4 40,�44.2 4�,5�6.� 4�,5�6.� 45,�64.5 4�,5�6.�
（前年同期比増減率　％） （�4.9） （�6.�） （22.�） （�6.�） （��.�） （��.�） （�4.�） （��.�）
消費者物価指数＊
（前年同期比増減率　％） （�.9） （�.�） （�.5） （4.�） （2.4）
輸出（fob,�00万米ドル） 59�,�26 �6�,95� 969,��0 �,2��,�90
（前年同期比増減率　％） （�5.4） （2�.4） （2�.2） （25.6）
輸入（cif,�00万米ドル） 56�,229 659,95� �9�,605 956,254
（前年同期比増減率　％） （�6.0） （��.6） （�9.9） （20.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 6��,5�4 �25,5�� �,0�2,564 �,5�4,�54

２．香　港（�,045㎢）

人口（年央・�00万人） 6.9�2 �.05� �.��2 �.206
為替レート（香港ドル／米ドル） �.��� �.��� �.�6� �.�0� �.��� �.�54 �.�5� �.�5�
国内総生産（�0億香港ドル） �,29�.920 �,��2.590 �,4�5.9�0 �,6�6.2�0
（GDP）（�0億米ドル） （�66） （���） （�90） （20�）

一人当たりGDP（米ドル） 2�,�59 25,�92 26,640 2�,�5�
GDP実質成長率（％） �.5 �.� 6.�
通貨供給量（M2・�0億香港ドル） �,4�2.�5 �,554.52 4,���.24 4,90�.9� 5,0��.�4
（前年同期比増減率　％） （�.�） （�.5） （�6.2） （��.�） （▲ 2.6）
消費者物価指数（2000=�00） 92.55� 9�.��9 95.�45 9�.20� �0�.�9� �0�.6�6 �02.42� �02.04�
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.4） （0.9） （2.�） （2.0） （4.�） （2.2） （�.�） （2.0）
輸出（fob,�00万米ドル） 259,260 2�9,��� ��6,��6 �44,509 �62,6�5 9�,990 29,�22 26,55�
（前年同期比増減率　％） （�5.9） （��.6） （9.5） （�.�） （5.�） （▲ �.�） （▲ 4.9） （▲ �0.�）
輸入（cif,�00万米ドル） 2��,0�4 299,5�� ��4,6�� �6�,64� ���,505 96,�5� �0,��4 2�,0��
（前年同期比増減率　％） （�6.9） （�0.5） （��.�） （9.�） （5.�） （▲ �.9） （▲ �.6） （▲ �5.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �2�,569.26 �24,2��.2� ���,2�0.46 �52,692.�� ��2,5��.�� ��2,5��.�� �65,909.�4 ��2,5��.��

３．台　湾（�.6万㎢）

人口（年央・�00万人） 22.� 22.� 22.9 2�.0 2�.0 2�.0
為替レート（元／米ドル） ��.422 �2.�6� �2.5�� �2.�42 ��.5�� �2.9�4 ��.��6 ��.�46
国内総生産（�00万元） ��,065,54� ��,454,�2� ��,9��,59� �2,6�5,�6� �2,�65,242 �,005,9�4
（GDP）（�00万米ドル） （���,0�6） （�56,�02） （�66,�46） （��4,�44） （�92,��6） （9�,��5）

一人当たりGDP（米ドル） �4,5�5 �5,6�9 �5,99� �6,�2� ��,05� �,962
GDP実質成長率（％） 6.2 4.2 4.� 5.� 0.� ▲ �.4
通貨供給量（M2・�0億元） 2�,00�.2 24,50�.9 25,�9�.� 26,0�9.4 2�,�6�.2 2�,�6�.2 2�,�99.9 2�,�6�.2
（前年同期比増減率　％） （�.4） （6.6） （5.�） （0.9） （�.0） （�.0） （5.5） （�.0）
消費者物価指数（2005=�00） 9�.� �00.0 �00.6 �02.4 �06.0 �0�.2 �0�.4 �05.5
（前年同期比増減率　％） （�.6） （2.4） （0.6） （�.�） （�.5） （�.9） （�.9） （�.�）
輸出（�0億元） 6,09�.2 6,��4.5 �,2�9.� �,0��.9 �,0�0.4 �,6��.0 554.4 454.�
（前年同期比増減率　％） （��.9） （4.5） （�4.2） （��.�） （▲ �.0） （▲ 24.0） （▲ 2�.6） （▲ 40.�）
輸入（cif,�0億元） 5,656.� 5,���.2 6,604.� �,2��.� �,55�.� �,469.� 50�.4 �9�.2
（前年同期比増減率　％） （2�.�） （�.9） （�2.4） （9.2） （4.�） （▲ 22.2） （▲ ��.�） （▲ 42.9）

外貨準備高（�00万米ドル） 246,560.� 25�,952.� 2�0,�40.0 2�5,02�.0 296,���.9 296,���.9 2�5,2�2.9 296,���.9
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＊Goldを含まない。

４．韓　国（9.9万㎢）

人口（年央・�00万人） 4�.6�4 4�.��0 4�.050 4�.224
為替レート（ウォン／米ドル） �,�45.�2 �,024.�2 954.�9 929.26 �,�02.05 �,�65.49 �,400.�� �,�6�.�0
国内総生産（�0億ウォン） ��9,��0 ��0,5�6 �4�,045 90�,��9
（GDP）（�0億米ドル） （6�0） （�9�） （���） （9�0）

一人当たりGDP（米ドル） �4,2�� �6,5�� ��,4�5 20,��0
GDP実質成長率（％） 4.� 4.2 5.� 5.0 2.5 ▲ �.4
通貨供給量（M2・�0億ウォン） 550,02� 566,�59 59�,��� 59�,���
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.6） （�.�） （4.4） （0.�）
消費者物価指数（2000=�00） ��4.� ���.� �20.4 �2�.5 �29.� ��0.9 ��0.� ��0.9
（前年同期比増減率　％） （�.6） （2.�） （2.2） （2.6） （4.�） （4.�） （4.�） （4.5）
輸出（fob,�00万米ドル） 25�,�45 2�4,4�9 �25,465 ���,4�9 422,00� 9�,0�� �6,642 ��,59�
（前年同期比増減率　％） （��.0） （�2.0） （�4.4） （�4.�） （��.6） （▲ 9.9） （2.�） （��.�）
輸入（cif,�00万米ドル） 224,46� 26�,2�� �09,��� �56,�46 4�5,2�5 9�,52� 40,44� �9,650
（前年同期比増減率　％） （25.5） （�6.4） （��.4） （�5.�） （22.0） （▲ 9.0） （�9.2） （��.0）

外貨準備高（�00万米ドル） �99,069.� 2�0,�90.6 2��,956.2 262,224.� 20�,2�9.� 20�,2�9.� 200,50�.0 20�,2�9.�

５．タ　イ（5�.�万㎢）

人口（年央・�00万人） 62.565 6�.00� 6�.444 6�.��4
為替レート（バーツ／米ドル） 40.222 40.220 ��.��2 �4.5�� ��.��� �4.�9� �5.0�� �4.9��
国内総生産（�0億バーツ） 6,50�.5 �,�0�.0 �,���.� �,469.�
（GDP）（�0億米ドル） （�6�.�） （��6.6） （206.2） （245.4）

一人当たりGDP（米ドル） 2,5�4 2,�0� �,25� �,�4�
GDP実質成長率（％） 6.2 4.5 5.2 5.0
通貨供給量（M2・�0億バーツ） �,�95.�5 �,�09.�0 �,���.06 �,54�.2� 9,2��.4� 9,2��.4� 9,0��.�� 9,2��.4�
（前年同期比増減率　％） （5.�） （5.6） （6.�） （2.5） （�.6） （�.6） （5.0） （�.6）
消費者物価指数（2000=�00） �06.99� ���.�50 ���.042 ��9.650 �26.�9� �24.�26 �24.29� �22.25�
（前年同期比増減率　％） （2.�） （4.5） （4.6） （2.2） （5.5） （2.2） （2.2） （0.4）
輸出（�0億バーツ） �,��4.�20 4,4�9.��0 4,946.450 5,2�6.�40 404.���
（前年同期比増減率　％） （�6.5） （�4.6） （��.4） （6.�） （▲ ��.2）
輸入（�0億バーツ） �,�0�.200 4,�54.600 4,���.600 4,�5�.000 450.500
（前年同期比増減率　％） （2�.�） （25.�） （2.5） （▲ 0.4） （2.5）

外貨準備高（�00万米ドル） 49,��� 52,065 66,9�4 ��,455 ���,00� ���,00� �06,292 ���,00�

６．シンガポール（6��㎢）
人口（年央・�00万人） 4.2�4 4.�2� 4.��2 4.4�6
為替レート（Sドル／米ドル） �.6902 �.6644 �.5��9 �.50�� �.4�49 �.4��2 �.506� �.4���
国内総生産（�00万Sドル） ��4,50� �99,��5 2�6,994 24�,�69
（GDP）（�00万米ドル） （�09,�6�） （��9,���） （��6,569） （�6�,�49）

一人当たりGDP（米ドル） 25,54� 2�,6�4 ��,�66 �6,���
GDP実質成長率（％） 9.0 �.� �.2 �.�
通貨供給量（M2・�00万Sドル） 206,9�� 2�9,�9� 262,��0 29�,559 ���,4�0 ���,4�0 ���,�09 ���,4�0
（前年同期比増減率　％） （6.2） （6.2） （�9.4） （��.4） （�2.0） （�2.0） （��.�） （�2.0）
消費者物価指数（2000=�00） �02.�94 �0�.2�� �04.2�5 �06.452 ���.4�0 ��5.02� ��5.�5� ��4.4��
（前年同期比増減率　％） （�.�） （0.4） （�.0） （2.�） （6.5） （5.5） （5.6） （4.4）
輸出（�00万Sドル） ��5,6�5 ��2,5�2 4��,559 450,5�� 4�6,�9� �0�,�0� �4,029 29,95�
（前年同期比増減率　％） （��.�） （�4.0） （�2.�） （4.4） （5.�） （▲ �2.0） （▲ ��.9） （▲ 20.4）
輸入（cif,�00万 Sドル） 2�6,�94 ���,�9� ���,924 �95,9�0 450,�9� �00,046 �2,5�4 2�,9�0
（前年同期比増減率　％） （24.�） （20.�） （��.�） （4.5） （��.9） （▲ �.�） （▲ 9.�） （▲ �6.�）

外貨準備高（�00万米ドル）＊ ��2,5�9 ��6,��2 ��6,260 �62,95� ��4,�9� ��4,�9� �65,6�6 ��4,�9�
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７．マレーシア（��万㎢）
人口（年央・�00万人） 25.�9� 25.65� 26.��4 26.5�2
為替レート（リンギ／米ドル） �.�000 �.���� �.66�2 �.4��6 �.��5� �.5652 �.6��5 �.55��
国内総生産（�00万リンギ） 4�4,04� 522,445 5��,��6 64�,�64
（GDP）（�00万米ドル） （�24,�49） （���,954） （�56,40�） （��6,��9）

一人当たりGDP（米ドル） 4,952 5,��� 5,9�9 �,02�
GDP実質成長率（％） 6.� 5.� 5.� 6.�
通貨供給量（M2・�00万リンギ） 59�,�9� 6�6,�64 ��0,09� ��4,466 �4�,�2�
（前年同期比増減率　％） （��.�） （6.�） （��.5） （�0.5） （�0.5）
消費者物価指数（2000=�00） �05.�59 �0�.99� ��2.92� ��5.2�6 �2�.��0 �25.��9 �25.264 �25.046
（前年同期比増減率　％） （�.5） （�.0） （�.6） （2.0） （5.�） （�.6） （�.6） （�.�）
輸出（�00万リンギ） 4��,�29 5��,��2 5��,5�� 604,5�4 69�,2�4 ��5,245 59,624 62,��2
（前年同期比増減率　％） （26.5） （��.6） （�0.4） （2.�） （�5.�） （��.�） （9.5） （�5.0）
輸入（cif,�00万リンギ） 400,��� 4��,�96 4�0,506 504,094 546,59� �4�,6�� 4�,0�6 4�,���
（前年同期比増減率　％） （2�.5） （�.�） （�0.9） （4.9） （�.4） （6.6） （6.�） （6.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 65,945 69,9�� �2,�94 �0�,0�4 9�,��� 9�,��� 9�,4�4 9�,���

８．インドネシア（�90.5万㎢）
人口（年央・�00万人） 22�.225 226.06� 22�.�64 2��.62�
為替レート（ルピア／米ドル） �,9��.9 9,�04.� 9,�59.� 9,�4�.0 9,699.0 ��,059.9 ��,��6.0 ��,24�.�
国内総生産（�0億ルピア） 2,295,��0 2,��4,2�0 �,��9,4�0 �,95�,400
（GDP）（�0億米ドル） （25�） （2�6） （�65） （4��）

一人当たりGDP（米ドル） �,�5� �,265 �,59� �,�69
GDP実質成長率（％） 5.0 5.� 5.5 6.�
通貨供給量（M2・�0億ルピア） �,0��,2�0 �,200,4�0 �,��9,��0 �,646,��0 �,�92,560 �,�92,560 �,�4�,�90 �,�92,560
（前年同期比増減率　％） （�.9） （�6.4） （�4.9） （�9.�） （�5.0） （�5.0） （��.�） （�5.0）
消費者物価指数（2000=�00） �4�.� �56.0 ��6.5 ���.� 20�.� 2��.9 2�4.0 2��.9
（前年同期比増減率　％） （6.2） （�0.4） （��.�） （6.4） （�0.�） （��.�） （��.5） （��.�）
輸出（fob,�00万米ドル） �0,�6� �6,996 �0�,4�6 ���,�2� �4�,640 ��,95� �2,4�� �2,�59
（前年同期比増減率　％） （�0.4） （22.9） （�9.0） （�4.�） （24.4） （�4.�） （�6.�） （�0.4）
輸入（cif,�00万米ドル） 54,��� �5,5�� �0,��� 9�,0�� �29,�6� �5,542 ��,6�2 ��,266
（前年同期比増減率　％） （29.9） （��.6） （6.4） （�5.9） （�9.4） （�9.5） （�4.0） （42.4）

外貨準備高（�00万米ドル） �6,�04 �4,��� 42,5�� 56,924 5�,64� 5�,64� 50,��� 5�,64�

９．フィリピン（�0万㎢）
人口（年央・�00万人） �2.�6� �4.566 �6.264 ��.960
為替レート（ペソ／米ドル） 56.040 55.0�6 5�.��4 46.�4� 44.4�5 4�.4�5 49.��6 4�.094
国内総生産（�0億ペソ） 4,���.55 5,444.04 6,0�2.�4 6,64�.25 �,49�.54 2,�26.�9
（GDP）（�0億米ドル） （�6.9） （9�.�） （���.6） （�44.�） （�6�.6） （4�.9）

一人当たりGDP（米ドル） �,049 �,�69 �,�6� �,6��
GDP実質成長率（％） 5.0 4.�
通貨供給量（M2・�0億ペソ） 2,6�9.�6 2,�62.20 �,422.25 �,606.60
（前年同期比増減率　％） （9.9） （6.4） （�9.6） （5.4）
消費者物価指数（2000=�00） �20.60 �29.�0 ���.90 �4�.�0 �54.95 �5�.00 �5�.20 �56.�0
（前年同期比増減率　％） （6.0） （�.6） （6.2） （2.�） （9.�） （9.6） （9.9） （�.0）
輸出（�00万ペソ） 2,224,2�0 2,�96,�60 2,4�2,040 2,���,440 ��2,��9
（前年同期比増減率　％） （��.2） （▲ �.2） （�0.�） （▲ 4.�） （�.�）
輸入（cif,�00万ペソ） 2,���,�90 2,5��,��0 2,���,�00 2,652,9�0 ��2,�2�
（前年同期比増減率　％） （�0.�） （9.0） （�.2） （▲ 4.4） （▲ 20.4）

外貨準備高（�00万米ドル） �6,22� ��,494 22,966 ��,�52 ��,55� ��,55� �6,�29 ��,55�
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＊Goldを含まない。
＊＊４月１日から始まる会計年による数値。

＊４月１日から始まる会計年による数値。
＊＊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） ��.�40 �5.029 �6.206 ��.��5
為替レート（ドン／米ドル） �5,�46 �5,�59 �5,994 �6,�05 �6,�02 �6,5�� �6,49� �6,600
国内総生産（�0億ドン） ��5,�0� ��9,2�� 9�4,266 �,�44,020
（GDP）（�0億米ドル） （45） （5�） （6�） （��）

一人当たりGDP（米ドル） 542 622 �0� ���
GDP実質成長率（％） �.� �.4 �.2 �.5
通貨供給量（M2・�0億ドン） 495,44� 64�,5�4 �4�,0�� �,254,000
（前年同期比増減率　％） （��.0） （�0.9） （29.�） （49.�）
消費者物価指数（2000=�00） ��4.99� �24.5�4 ���.��� �45.604 ���.�26 ���.926 ���.��2 ���.5��
（前年同期比増減率　％） （�.�） （�.�） （�.4） （�.9） （24.4） （2�.6） （24.2） （�9.9）
輸出（�0億ドン） 26,4�5.0 �2,442.0 �9,605.0 4�,�02.0 60,9��.0 �4,�6�.0 4,2�9.0 4,900.0
（前年同期比増減率　％） （��.4） （22.5） （22.�） （22.0） （26.2） （4.�） （▲ �.2） （4.�）
輸入（cif,�0億ドン） ��,96�.� �6,9��.0 44,4�0.0 60,�69.0 �9,29�.0 �5,�5�.0 4,65�.0 5,400.0
（前年同期比増減率　％） （26.6） （�5.�） （20.�） （��.�） （�0.�） （▲ �2.9） （▲ 24.6） （▲ �4.�）

外貨準備高（�00万米ドル） �,��6.� 9,2�6.5 ��,59�.0 2�,�4�.�

��．ミャンマー（6�.�万㎢）
人口（年央・�00万人） 4�.566 4�.96� 4�.��9 4�.�9�
為替レート（チャット／米ドル） 5.�459 5.�6�0 5.���� 5.559� 5.�9�2 5.6��5 5.�940 5.654�
国内総生産（�00万チャット）＊ 9,0��,9�0
（GDP）（�00万米ドル）＊＊ ―

一人当たりGDP（米ドル）＊＊ ―

GDP実質成長率（％）
通貨供給量（M2・�00万チャット） 2,0��,�90 2,65�,0�0 �,���,020 4,��4,�50
（前年同期比増減率　％） （�2.4） （2�.�） （2�.2） （�0.0）
消費者物価指数（2000=�00） 2��.60� 29�.046 �56.445 4��.2��
（前年同期比増減率　％） （4.5） （9.4） （20.0） （�5.0）
輸出（�00万チャット） ��,6��.0 2�,���.4 26,4��.� �5,�5�.5
（前年同期比増減率　％） （▲ 9.5） （59.9） （2�.0） （�2.�）
輸入（cif,�00万チャット） �2,6�6.� ��,�04.� �4,��2.� ��,2�0.�
（前年同期比増減率　％） （▲ 0.�） （▲ �2.�） （��.0） （2�.�）

外貨準備高（�00万米ドル） 6�4.��4 ��2.�29 �,24�.��0

�2．インド（�2�.�万㎢）

人口（年央・�00万人） �,��6.99 �,��4.40 �,�5�.�5 �,�69.02
為替レート（ルピー／米ドル） 45.��� 44.�00 45.�0� 4�.�49 4�.505 4�.�64 49.00� 4�.6�5
国内総生産（�0億ルピー）＊＊ ��,494.� �5,�0�.4 4�,45�.� 4�,���.5
（GDP）（�0億米ドル） （695.0） （���.9） （9�5.0） （�,��9.�）

一人当たりGDP（米ドル） 622 ��6 �94 9�5
GDP実質成長率（％）
通貨供給量（M2・�0億ルピー） 20,595.� 2�,�0�.9 2�,95�.� �5,40�.�
（前年同期比増減率　％） （�6.�） （�5.6） （2�.6） （22.�）
消費者物価指数（2000=�00） ��6.6 �2�.5 �2�.6 ��6.� �4�.2 �54.5 �54.� �5�.�
（前年同期比増減率　％） （�.�） （4.2） （5.�） （6.4） （�.�） （�0.2） （�0.4） （9.�）
輸出（�0億ルピー） �,4�� 4,�9� 5,4�9 6,002 564
（前年同期比増減率　％） （26.6） （26.5） （24.�） （9.5） （�5.�）
輸入（cif,�0億ルピー） 4,52� 6,�00 �,945 �,��� �,05�
（前年同期比増減率　％） （�4.0） （�9.�） （26.�） （��.�） （��.6）

外貨準備高（�00万米ドル） ��0,40� ��6,026 ��6,�05 2��,�59 24�,4�9＊ 24�,4�9＊ 2�9,�59＊ 24�,4�9＊


