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日本国
面積　37.8万㎢
人口　12,678万人　
人口密度　339人 /㎢
首都　東京
　　　（927万人，2015年）

ユーラシア大陸の東縁にある島国。環太平洋造
山帯の一部にあたり，火山や地震が多い。国土
の約3/4は山地や丘

きゅう

陵
りょう

地で，限られた平野部に
人口が集中する。亜熱帯から冷帯までの気候が
見られ，モンスーンの影響が強く，季節変化や
地域による変化に富んでいる。1945年に敗戦，
56年に国連加盟。

住民　日本人（北海道に先住のアイ
　　　ヌの人々），韓国・朝鮮人，
　　　中国人
言語　＊日本語
宗教　 仏教，神道，キリスト教ほ

か
1 人当たりＧＮＩ　41,513ドル

自動車・電気機械・鉄鋼・造船など世界有数の工
業国。エネルギー・鉱産資源に乏

とぼ

しく，ほとんど
を輸入に依存する。工場の海外進出にともない，
産業の空洞化が進む。耕地面積は11.7％（2018年）。
集約的な農業を営むが，食料自給率は低い。少子
高齢化が急速に進み，2005年からは人口減少が始
まった。

大韓民国（韓国）
面積　10.0万㎢
人口　5,127万人
人口密度　511人 /㎢
首都　ソウル
　　　（999万人，2016年）

朝鮮半島の南半分。全体に西低東高な地形で東
海岸沿

ぞ

いにテベク（太白）山脈が走る。西・南部
はリアス海岸。南部はＣｆａ，北部はＤｗ気候
で寒暖の差が大きく冬は寒冷。1910年日本に併
合，45年に解放されるが，米ソによる分割占領
を経

へ

て48年に大韓民国成立。50年に起こった朝
鮮戦争は53年から停戦状態が続く。

住民　韓国人98％
言語　＊韓国語
宗教　 プロテスタント20％，仏教

16，カトリック8
1 人当たりＧＮＩ　32,422ドル

ソウル首都圏に人口の20％以上が居住，一極集中
が激しい。農業は小規模で，稲作と野菜・果実の
割合が高い。「漢

ハン

江
ガン

の奇跡」と呼ばれる経済成長を
とげ，アジアＮＩＥ sを経て1996年にＯＥＣＤ加
盟。電気・電子工業，自動車，造船，鉄鋼などが
発達するが，格差社会の拡大が問題となっている。
竹島や教科書問題など反日感情も残る。

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
面積　12.1万㎢
人口　2,578万人
人口密度　214人 /㎢
首都　ピョンヤン（平壌）
　　　（258万人，2008年）

朝鮮半島の北半分。北部はケマ（蓋馬）高原を
抱く山岳地帯。安定大陸で鉄鉱石を産出する。
ほぼ全域がＤｗ気候で冬の寒さが特に厳しい。
1948年に成立後，韓国と朝鮮戦争。停戦後は金

キム

日
イル

成
ソン

による社会主義国家が確立。チュチェ（主
体）思想による自主独自路線を歩む。91年，国
連へ韓国と同時加盟。

住民　朝鮮人（ほぼ100％）
言語　＊朝鮮語
宗教　…
1 人当たりＧＮＩ　642ドル

農業の近代化が遅れ，生産性が低く食料不足が慢
性化しつつある。電力不足も深刻。金日成死後，
1997年に金

キム

正
ジョン

日
イル

が総書記に就任し，国家代表の世
せ

襲
しゅう

が始まる。2002年の日朝首脳会談で日本人拉
ら

致
ち

を公式に認める。11年末に金正日死去。12年，三
男の金

キム

正
ジョン

恩
ウン

が第一書記に就任し，核・ミサイル実
験など，国際社会への挑発行為を続けている。

中華人民共和国（中国）
面積　960.0万㎢
人口　143,932万人
人口密度　150人 /㎢
首都　ペキン（北京）
　　　（2,154万人，2019年）

アメリカとほぼ同面積の国土をもつ。西高東低
の地勢で，東北・華北・長江中流域の平原が東
部に広がる。北部は大陸性気候だが南部は温暖
湿潤。北西部の高地は乾燥気候。1949年に中華
人民共和国として成立し，71年，国連に加盟。
72年，日中国交正常化。70年代後半から改革・
開放路線へ転換，急速な経済発展が続く。

住民　漢民族92％，チョワン・マン・
　　　ホイ族など55の少数民族
言語　＊中国語
宗教　 仏教 , キリスト教，チベッ

ト仏教 , イスラーム , 道教
1 人当たりＧＮＩ　9,980ドル

生産責任制の導入で農業の自由化を推進，近年は
野菜などの輸出も増加。経済改革・対外開放政策
により工業生産力が急上昇。「世界の工場」と称さ
れ，2010年にはＧＤＰが世界 2位に。1997年 ,99
年に返還されたホンコン・マカオは自治権を認め
た特別行政区とする一国二制度を保持する。沿岸
地域と内陸地域の格差が課題。2001年ＷＴＯ加盟。

（台湾）
面積　3.6万㎢
人口　2,382万人
人口密度　658人 /㎢
首都　タイペイ（台北）
　　　（270万人，2016年）

台湾本島と澎
ほう

湖
こ

諸島などからなり，九州とほぼ
同面積。中央から東部にかけて国土の2/3は山地
で，地震も活発。ほぼ全域がＣｆａ気候で南部
はＡｍ気候。1895 ～ 1945年は日本が統治。1949
年に中国共産党との内戦に敗れた国民党政府が
南
ナン

京
キン

から移る。71年に国連追放。72年から日本
と政治上断交しているが民間の交流は盛ん。

住民　台湾人84％，大陸中国人14，
　　　先住民 2
言語　＊北京語，台湾語，客

ハッ

家
カ

語
宗教　 仏教24％，道教20，キリス

ト教 5
1 人当たりＧＮＩ　26,594ドル

米・サトウキビなどの栽培が盛んであるが，農業
は零

れい

細
さい

経営が多く食料自給率も低い。1980年代か
らは電子工業が発展，アジアＮＩＥ sの一員とし
て急成長した。87年から民主化が進み，中国への
人やモノの移動，資本の進出も活発となっている。
台湾は一国二政府，中国は一国二制度を主張し対
立するなど，解決すべき課題も残されている。

モンゴル国
面積　156.4万㎢
人口　328万人
人口密度　2人 /㎢
首都　ウランバートル
　　　（118万人，2011年）

ロシアと中国にはさまれた内陸の高原国。大陸
性の乾燥した気候で寒暖の差が大きく，国土の
多くはＢＳ気候の草原，南部にゴビ砂漠。13世
紀にチンギス =ハンが大帝国を築くが，その
後解体，清

シン

朝の統治を経て中華民国の支配下に
なった。1946年，正式に独立。親ソ外交をとっ
たが，92年に社会主義を放

ほう

棄
き

，現国名となる。

住民　モンゴル人88％，カザフ人4
言語　＊モンゴル語，チュルク語，
　　　ロシア語
宗教　チベット仏教（ラマ教）53％，
 　　　伝統信仰（シャーマニズム）
　　　 3，イスラーム 3
1 人当たりＧＮＩ　3,811ドル

国土の3/4は牧場・牧草地で遊牧を中心とした牧
畜業が盛ん。モリブデンの埋蔵量は世界屈

くっ

指
し

で，
石炭や銅，金の開発を進め，鉱産資源は重要な輸
出品となっており，外国からの投資も増大してい
る。市場経済への移行後，遊牧民の定住化や家畜
の私有化が進んだが，失業・貧困問題が深刻化。
日本の大相撲ではモンゴル出身の力士が活躍。

フィリピン共和国
面積　30.0万㎢
人口　10,958万人
人口密度　365人 /㎢
首都　マニラ
　　　（178万人，2015年）

ルソン島・ミンダナオ島など7,100余りの島々か
らなる。環太平洋造山帯に属し，島の多くは火
山島。全土が熱帯気候で，モンスーンの影響が
強く，特に夏季は降水が多い。大航海時代に世
界周航中のマゼランが上陸，1571年よりスペイ
ンの植民地となり，1901年にアメリカに譲

じょう

渡
と

。
41～45年は日本が占領。46年独立。

住民　マレー系96％（タガログ族
　　　など），中国系 2
言語　 ＊フィリピノ語，＊英語，

タガログ語
宗教　 カトリック80％，イスラー

ム 6
1 人当たりＧＮＩ　3,985ドル

農林水産業が主要産業。コプラ・バナナ・サトウ
キビなど輸出用プランテーションも多い。米は自
給率が低く，世界最大の輸入国である。地下資源
の開発が進まず，近年電子・電気機械，繊維工業
が発達。観光収入と海外で働く労働者からの送金
が重要な外貨獲得源。2012年に南部のイスラーム
過激派と和平合意。貧富の格差是

ぜ

正
せい

などが課題。

タイ王国
面積　51.3万㎢
人口　6,980万人
人口密度　136人 /㎢
首都　バンコク
　　　（都市圏人口1,062万人，
　　　2014年）

インドシナ半島の中央部。国土の中部はチャオ
プラヤ川の沖

ちゅう

積
せき

平野。Ａｗ・Ａｍ気候でモンスー
ンの影響を強く受け，雨季には河川が増水して
氾
はん

濫
らん

する。1782年に現チャクリ王朝が成立。英
領インドと仏領インドシナの間の緩

かん

衝
しょう

国として
機能。1932年に立憲君主制に移行したが，クー
デターや与野党の対立が相次ぐ。

住民　タイ人98％，ビルマ人1
言語　＊タイ語
宗教　仏教95％，イスラーム 4
1 人当たりＧＮＩ　7,407ドル

米・天然ゴムなどの生産のほか，チークやすずな
どを産出。米の輸出は世界 2位。繊維，電子・電
気，自動車産業などが成長。1970年代以降民主化
を求める動きが活発化。97年にはバーツが暴落し，
アジア通貨危機を招

まね

いた。2006年以降は内政不安
で経済も影響を受けた。11年には大洪水で工業生
産が停止，多くの日本企業にも影響がおよんだ。

❶各国要覧

＊GNI（国民総所得）は，GNP（国民総生産）を所得面からとらえたものであり，GNPとGNIは金額的にはまったく同じである。

各国要覧・付表
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マレーシア
面積　33.1万㎢
人口　3,237万人
人口密度　98人 /㎢
首都　クアラルンプール
　　　（177万人，2020年）

中央部を山地が縦
じゅう

断
だん

するマレー半島南部の西マ
レーシアと，沿岸部に狭い平野があるカリマン
タン（ボルネオ）島北部のサバ，サラワクからな
る。山地が多く，国土の約70％は熱帯雨林で，
気候はＡｆ気候。1957年にマラヤ連邦として西
マレーシアがイギリスから独立。63年に島部を
合わせてマレーシア連邦となる。

住民　 マレー人と先住民62％，中
国人21，インド人 6

言語　 ＊マレー語，中国語，タミ
ル語，英語

宗教　イスラーム61％，仏教20，　
　　　キリスト教 9
1 人当たりＧＮＩ　11,110ドル

パーム油・液化天然ガス・原油などの一次産品輸出
国で，農地は樹園地が多い。経済界の実権を握る華

か

人
じん

に対してマレー人優遇のブミプトラ政策をとる。
ルックイースト政策により工業国へ転換を図り，電
子機器・電気機械工業などが成長。さらに2020年ま
でに先進国入りを目指す「ビジョン2020」を発表。後
継の「SPV2030」で経済格差の解消を目指す。

シンガポール共和国
面積　0.07万㎢
人口　585万人
人口密度　8,069人 /㎢
首都　シンガポール
　　　（554万人，2015年）

マレー半島先端，マラッカ海峡に位置する都市
国家で，淡

あわ

路
じ

島ほどのシンガポール島と，周辺
の島々からなる。ほぼ赤道直下にありＡｆ気候。
1819年，イギリスが中継貿易基地として開発し
発展。華人が多数を占める。1963年，マレーシ
ア連邦の一員として分離，65年にマレーシアか
ら完全独立。

住民　中国人74％，マレー人13，　
　　　インド人 9
言語　 ＊マレー語，＊英語，＊中

国語，＊タミル語
宗教　仏教，キリスト教，イスラー
　　　ム，ヒンドゥー教
1 人当たりＧＮＩ　58,187ドル

中継貿易で発展し，シンガポール港はコンテナ取
扱量世界 1位（2010年からはシャンハイ）。ジュロ
ン工業地域を中心に電子・電気機械など加工貿易
で発展，経済力はＡＳＥＡＮ随

ずい

一
いち

。ＩＣＴ産業が
成長，知識集約型産業の集積を進め，金融・ビジ
ネスセンターへの発展を図る。ＴＰＰ（環太平洋
パートナーシップ協定）発効 4国の 1つ。

ミャンマー連邦共和国
面積　67.7万㎢
人口　5,441万人
人口密度　80人 /㎢
首都　ネーピードー
　　　（33万人，2014年）

インドシナ半島西部，国土中央を流れるエーヤ
ワディー川沿いに沖積平野が広がる。大半はＡ
ｍ気候，内陸部は乾季が長く気温が低下しＣｗ
気候。1885年ビルマ族の王朝が滅亡，86年英領
インドの 1州に。1943年に日本軍の援助で独立
も再び英領となり，48年独立してビルマ連邦に。
89年ミャンマー連邦に改名，2011年より現国名。

住民　ビルマ人68％，シャン9，
　　　カレン 7
言語　 ＊ビルマ語，シャン語，カ

レン語など各民族語
宗教　仏教88％，キリスト教 6，
　　　イスラーム 4
1 人当たりＧＮＩ　1,369ドル

1962年に軍事政権が成立，独自の社会主義路線を進
め，88年にはデモとの衝突で多数の死者が出た。欧
米の経済制裁などにより経済は停滞していたが，
2011年に民政移管した。2015年の総選挙を経て，ア
ウンサンスーチー率いる国民民主連盟が政権を握り，
20年の総選挙でも圧勝したが，21年に国軍がクーデ
ターを起こして政権を掌握し，政情は不安定である。

ベトナム社会主義共和国
面積　33.1万㎢
人口　9,734万人
人口密度　294人 /㎢
首都　ハノイ
　　　（805万人，2019年）

インドシナ半島東部に細長くのび，北部はＣｗ ,
南部はＡｗ気候。古代より中国の影響を受ける。
1887年に仏領インドシナに編入。45年にベトナ
ム民主共和国樹立を宣言，フランスとインドシ
ナ戦争。中ソの承認に対しアメリカがベトナム
国（南ベトナム）を支援・介入し，ベトナム戦争
に。76年に社会主義国として南北統一。

住民　ベトナム人86％
言語　＊ベトナム語，中国語，英語，
　　　タイ語
宗教　 仏教 8 ％，カトリック 7，

ホアハオ教 2，カオダイ教
1

1 人当たりＧＮＩ　2,525ドル

トンキン・メコン両デルタが穀
こく

倉
そう

地帯。1986年か
ら市場経済を目指すドイモイ（刷新）政策に転換，
外国企業を積極的に受け入れ，急速に経済成長。
重工業中心から農業，軽・手工業重視に方向転換。
繊維産業が主力。米は生産，輸出ともに増加。コー
ヒー豆の生産も急増。北部のホンゲイ炭田からは
無
む

煙
えん

炭
たん

が産出される。南シナ海で中国と対立。

インドネシア共和国
面積　191.1万㎢
人口　27,352万人
人口密度　143人 /㎢
首都　ジャカルタ
　　　（都市圏人口961万人，
　　　2010年）

ジャワ島・スマトラ島・カリマンタン島など赤
道周辺の17,000を超える島々からなる。環太平
洋造山帯とアルプス=ヒマラヤ造山帯の会

かい

合
ごう

部
で火山と地震が多く，熱帯気候。16世紀にイス
ラーム勢力が進出。1602年にオランダが東イン
ド会社を設立，支配。49年独立。55年バンドン
でアジア・アフリカ会議を開催。

住民　ジャワ人40％，スンダ人16
　　　など300の民族
言語　 ＊インドネシア語，ジャワ

語，マレー語
宗教　 イスラーム87％，カトリッ

ク 3，ヒンドゥー教 2
1 人当たりＧＮＩ　4,012ドル

緑の革命で米の増産に成功したが輸入も多い。パー
ム油・天然ゴム・カカオ豆の生産が増加。鉱産資源
にめぐまれ，石油・天然ガス・石炭・すずなどを産出。
2009年にＯＰＥＣを一時脱退，15年に復帰するも
16年に再離脱。アジア通貨危機を機に1998年，独
裁体制から民主化。2002年に東ティモールが独立。
多民族国家で未解決の民族問題も多い。

バングラデシュ人民共和国
面積　14.8万㎢
人口　16,469万人
人口密度　1,109人 /㎢
首都　ダッカ
　　　（都市圏人口1,760万人，
　　　2014年）

国土の大部分がガンジス川・ブラマプトラ川が
形成したデルタの低湿地。モンスーンの影響が
強く，雨季と乾季が明

めい

瞭
りょう

なＡｗ・Ａｍ気候が広
がる。1947年に東パキスタンとしてイギリスか
ら独立するが，西パキスタンの植民地状態が続
き，71年に分離・独立を宣言。激しい内戦とな
るがインドの介入で独立を達成。

住民　ベンガル人98％，チャクマ
　　　など少数民族 1
言語　 ＊ベンガル語，英語，ウル

ドゥー語
宗教　 イスラーム89％（ほぼすべて

スンニ派），ヒンドゥー教10
1 人当たりＧＮＩ　1,929ドル

耕地面積が国土の60％以上を占める農業国。米・
ジュート・茶が主要作物。人口増加率は高いが生
産性は低く，人口密度も高いため食料は慢性的に
不足。低湿地であり，サイクロンによる災害も多
い。日米などの経済協力により工業化を進めるが
停滞気味。近隣諸国・イスラーム諸国との友好関係，
東南・東アジア諸国との経済関係強化に努める。

インド
面積　328.7万㎢
人口　138,000万人
人口密度　420人 /㎢
首都　デリー
　　　（1,103万人，2011年）

北部のヒマラヤ山脈，中南部のデカン高原の間
を流れるガンジス川沿いにヒンドスタン平原が
広がる。沿岸部とデカン高原はＡｍ・Ａｗ気候，
北西部はＢＳ・ＢＷ気候，ヒンドスタン平原は
おもにＣｗ気候。16世紀からのムガル帝国時代
に，イギリスが植民地化を進めた。1947年に独立。
中国・パキスタンとの間に国境紛争を抱える。

住民　インド =アーリア人72％，
　　　ドラヴィダ系25
言語　＊ヒンディー語，英語（準公
　　　用語），22の地方公用語
宗教　ヒンドゥー教80％，イスラー
　　　ム14，キリスト教 2
1 人当たりＧＮＩ　2,092ドル

農業人口率は約45％で米・小麦・綿花・サトウキ
ビ・茶などを生産。1997年のアジア通貨危機以降，
経済自由化を推進。外資導入などで経済成長，ブ
ラジルや中国などとともにＢＲＩＣＳと呼ばれる
新興国にあげられる。近年，ＩＣＴ産業が急成長。
サービス業の増加とともに農業は減少傾向。ヒン
ドゥー教・イスラーム・シク教間の対立を抱える。

パキスタン・イスラム共和国
面積　79.6万㎢
人口　22,089万人
人口密度　277人 /㎢
首都　イスラマバード
　　　（都市圏人口130万人，
　　　2014年）

インダス川・サトレジ川流域の平原地帯と，北・
西部の山岳地帯からなる。カラコルム山脈には
Ｋ 2がそびえる。大部分が乾燥気候。1947年に
イギリスから独立する際，イスラーム国として
インドと分離。71年に東パキスタンが内戦の末
分離独立。カシミール地方の帰属をめぐり，イ
ンドと 3次にわたる戦争を展開。

住民　パンジャブ人53％，パシュ
　　　トゥン人13
言語　＊ウルドゥー語，英語
宗教　イスラーム96％（おもにス
　　　ンニ派）
1 人当たりＧＮＩ　1,264ドル

灌
かん

漑
がい

設備が整うパンジャブ地方で小麦・綿花の栽
培が盛ん。米の輸出国。繊維・皮

ひ

革
かく

工業が発達。
イスラーム国との連携を強めるが，西欧諸国とも
関係を強める。さらに中国と接近し，協調を強め
ている。インドとも融

ゆう

和
わ

の方向。アメリカから軍
事・経済援助を受け，米軍ともにアフガニスタン
と対立している。

（＊は公用語。各種基本統計のうち，人口・人口密度は2020年，1人当たりＧＮＩは2019年のデータ。「世界国勢図会」2021/22年版，
「ブリタニカ国際年鑑」2021年版，「世界年鑑」2021年版） 各国要覧・付表各国要覧・付表
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スリランカ民主社会主義共和国
面積　6.6万㎢
人口　2,141万人
人口密度　326人 /㎢
首都　 スリ・ジャヤワルダナ

プラ・コッテ
　　　（13万人，2014年）

インド半島の南東にあるセイロン島が国土。全
土が熱帯気候下にあるが，中央部から南部は山
岳地で，モンスーンの風向きにより降水地域が
季節で変わる。1796年にイギリスの植民地とな
る。1948年に英自治領セイロンとして独立。72
年にスリランカ共和国として完全独立。大統領
制を導入し，78年から現国名になった。

住民　 シンハラ人75％，タミル人11，
スリランカ・ムーア人 9

言語　＊シンハラ語，＊タミル語，
　　　英語
宗教　仏教70％，ヒンドゥー教13，
　　　イスラーム10，カトリック6
1 人当たりＧＮＩ　3,826ドル

稲作が中心で北部では溜
ため

池
いけ

灌漑が行われている。
世界的な茶の生産地。工業化を進め，繊維製品が
最大の輸出品。1956年シンハラ語のみを公用語に
設定し，多数派の仏教徒シンハラ人を優遇する政
策に少数派のタミル人が反発し内戦に。88年には
タミル語も公用語に。2009年に対立していたタミ
ル人武装組織を政府軍が武力制圧し，内戦終結。

アフガニスタン・イスラム共和国
面積　65.3万㎢
人口　3,893万人
人口密度　60人 /㎢
首都　カブール
　　　（354万人，2015年）

山岳地帯が大部分を占める内陸国で，しばしば
大地震が発生。乾燥気候だが冬は寒冷で北部山
岳地帯はＤｆ気候。18世紀に王朝成立。1880～
1919年イギリスの植民地。73年王制廃止，近代
化を目指すがクーデターが頻

ひん

発
ぱつ

。89年までソ連
が軍事介入したが92年社会主義政権崩壊。98年
にイスラーム原理主義タリバンが全土を制圧。

住民　パシュトゥン人42％，タジ
　　　ク人27
言語　＊パシュトゥー語，＊ダリー
　　　（ペルシア）語
宗教　イスラーム（スンニ派80％・
　　　シーア派19）
1 人当たりＧＮＩ　477ドル

2001年のアメリカ同時多発テロ事件を理由に米・
英軍が軍事行動を展開し，タリバン政権は崩壊，
02年に新政府が発足。04年より国連や周辺諸国と
の関係を重視するカルザイ大統領が就任したが，
残存勢力による襲撃が多発しており経済は荒廃。
国際援助に依存するが，深刻な食料難に見

み

舞
ま

われ，
300万人以上の難民が生じた。

カザフスタン共和国
面積　272.5万㎢
人口　1,878万人
人口密度　7人 /㎢
首都　ヌルスルタン
　　　（87万人，2016年）

中央アジアに面積世界 9位の広大な国土をもつ。
中央部から西部のカスピ海沿岸にかけてカザフ
ステップの草原が広がる。東部はテンシャン・ア
ルタイ山脈へ続く台地と山地。大部分はＢＳ・Ｂ
Ｗ気候。遊牧民の生活の場だったが，19世紀に
帝政ロシアの支配下に入り，ソ連構成国の 1つ
に。ソ連崩壊後の1991年に独立，現国名に。

住民　カザフ人67％，ロシア人20
言語　 ＊カザフ語，＊ロシア語，

ドイツ語，ウイグル語
宗教　イスラーム70％（おもにス
　　　 ンニ派），キリスト教26（お

もに東方正教会）
1 人当たりＧＮＩ　8,500ドル

羊の放牧が盛ん。中・西部は黒土（チェルノーゼム）
地帯で，ソ連時代より穀倉地帯として小麦栽培の
中心。綿花やブドウ栽培も多い。地下資源にめぐま
れ，重要な輸出品である石油のほか，石炭・天然ガ
ス・レアメタルも産出し，外国資本による開発で経
済は回復傾向。世界有数の埋蔵量があるといわれ
るカシャガン油田がカスピ海北東部で発見された。

ウズベキスタン共和国
面積　44.9万㎢
人口　3,347万人
人口密度　75人 /㎢
首都　タシケント
　　　（237万人，2015年）

東部の高地から中・西部のキジルクーム砂漠を
通って低地へと流れ込むアムダリア川がアラル
海に注

そそ

ぐ。国土の大部分はＢＷ・ＢＳ気候，東
部の山地にはＣｓ気候。古代よりシルクロード
の中継地としてオアシス都市が栄える。 8世紀
にアラブ人が進出し，イスラーム化が進行した。
ソ連崩壊後の1991年に独立。

住民　 ウズベク人84％，タジク人
5，カザフ人 3

言語　＊ウズベク語，ロシア語
宗教　イスラーム76％（おもにス
　　　ンニ派）
1 人当たりＧＮＩ　1,792ドル

オアシス地域での灌漑による綿花栽培が盛んだ
が，過

か

剰
じょう

な取水によるアラル海の水位低下や塩害
が問題化した。天然ガス・原油などのエネルギー
資源や，綿花が重要な輸出品となっている。首都
タシケントは中央アジアの交通の要地であり，シ
ルクロードの中心地として観光客の誘

ゆう

致
ち

が盛んに
行われている。

イラン・イスラム共和国
面積　162.9万㎢
人口　8,399万人
人口密度　52人 /㎢
首都　テヘラン
　　　（815万人，2011年）

北部にエルブールズ山脈，西部にザグロス山脈
が走り，平野はわずか。国土の大半はＢＳ・Ｂ
Ｗ気候で，北部のカスピ海沿岸はＣｓ気候。 7
世紀からイスラーム化。イギリスに半植民地化
された1925年にパフレヴィー朝成立。近代化を
推進した親米王制は79年のイラン革命で崩壊，
イスラームに基

もと

づく国家体制となった。

住民　ペルシア人35％，アゼルバ
　　　イジャン人16，クルド人13
言語　 ＊ペルシア語，アゼルバイ

ジャン語，クルド語
宗教　イスラーム99％（シーア派
　　　92・スンニ派 7）
1 人当たりＧＮＩ　7,302ドル

内陸高原ではカナートを利用した小麦栽培や羊の
放牧が行われる。世界 4位の原油埋蔵量を誇

ほこ

り，
ペルシャ湾岸に多数の油田をもつ。1989年のホメ
イニ師死後は欧米との関係を進めたが，核開発・
大量破壊兵器開発問題で緊張状態に。2006年ウラ
ン濃

のう

縮
しゅく

活動の再開により国連安保理は制裁決議を
採択。濃縮施設の増設計画など対決姿勢が強い。

イラク共和国
面積　43.5万㎢
人口　4,022万人
人口密度　92人 /㎢
首都　バグダッド
　　　（615万人，2011年）

肥
ひ

沃
よく

な平野のメソポタミアは古代文明の発祥
地。国土の大半はＢＷ・ＢＳ気候。1932年にイ
ギリスの委任統治領から独立，58年より共和制。
68年クーデターでバース党が政権を握る。79年
フセイン大統領就任。80年にイラン・イラク
戦争勃発，88年和平条件を受入れ停戦。90年ク
ウェートへ侵攻・制圧するが，翌年撤退。

住民　アラブ人65％，クルド人23
言語　＊アラビア語，＊クルド語
宗教　イスラーム98％（シーア派
　　　66・スンニ派32）
1 人当たりＧＮＩ　5,679ドル

小麦・ナツメヤシの栽培と羊の放牧が行われる。
2003年，アメリカとのイラク戦争でフセイン政権
崩壊。民主選挙により06年に新政権が発足したが，
武装勢力のテロが相次いだ。度

たび

重なる戦争と経済
制裁で打撃を受けたが，原油生産は回復傾向にあ
る。11年に駐留米軍が撤退したが，政情はいまだ
不安定である。

カタール国
面積　1.2万㎢
人口　288万人
人口密度　248人 /㎢
首都　ドーハ
　　　（首都圏人口95万人，
　　　2015年）

アラビア半島からペルシア湾に突出する小さな
半島が国土。全土が海抜100mに満たない平野
で，大部分は砂漠。第一次世界大戦後，イギリ
スによる実効支配のもと自治権が与えられた。
イギリス撤退後は一時ほかの首長国と連邦を結
成したが，1971年に完全独立。

住民　アラブ人40％，インド人18，
　　　パキスタン人18
言語　＊アラビア語
宗教　 イスラーム68％（おもにス

ンニ派），キリスト教14，ヒ
ンドゥー教14

1 人当たりＧＮＩ　63,225ドル

原油と天然ガスに依存。アラブ首長国連邦とオマー
ンへのガスパイプラインにより，地域のガス供給
源となっている。世界最大級のアルミニウム精錬
工場がある。教育・医療は完全無料化されているが，
外国人労働者が国民より多く，経済格差も問題と
なっている。2003年以降，米軍が駐留。2022年中
東地域初のサッカーワールドカップ開催予定。

サウジアラビア王国
面積　220.7万㎢
人口　3,481万人
人口密度　16人 /㎢
首都　リヤド
　　　（都市圏人口620万人，
　　　2014年）

中東地域最大の国土で，アラビア半島の約 8割
を占める。ほぼすべてがＢＷ気候で北部にネフ
ド砂漠，南部にルブアルハリ砂漠が広がる。地
下水のほか海水を淡水化し水を得ている。イス
ラーム発祥の地で， 2つの聖地をもつ。1932年
サウジアラビア王国成立。政教一致のイスラー
ム王国でアラブ諸国の主導的役割をもつ。

住民　サウジアラビア人62％，移
　　　住者38
言語　＊アラビア語
宗教　イスラーム94％（スンニ派
　　　84・シーア派10）
1 人当たりＧＮＩ　23,372ドル

世界 1位の原油輸出量を誇り，埋蔵量と産出量も
世界 1，2位を競う。ＯＰＥＣの中心国であるが，
工業などの発展は遅れ，石油依存型経済や外国人
労働力への依存からの転換は進んでいない。耕地
は国土の 2％にも満たないが，小麦・ナツメヤシ
などが栽培される。基本的に親欧米路線をとり，
1991年の湾岸戦争以降，米軍が駐留。
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クウェート国
面積　1.8万㎢
人口　427万人
人口密度　240人 /㎢
首都　クウェート
　　　（6万人，2015年）

ペルシア湾の北西岸に位置し，ほぼすべてがＢ
Ｗ気候下にある平地。オスマン帝国の支配下に
あった1899年，首長がイギリスの保護下に入り，
のちに植民地となる。1961年に独立。90年にイ
ギリスにより不当に分離された領地であると隣
国イラクが侵攻し全土を制圧，91年の湾岸戦争
につながった。

住民　アラブ人59％，アジア人38
言語　＊アラビア語，英語
宗教　 イスラーム77％，キリスト

教17
1 人当たりＧＮＩ　36,429ドル

1994年には湾岸戦争による被害から回復，世界 7
位の埋蔵量を有する豊富な原油が経済の主体。オ
イルマネーによって産業基盤の整備や福祉・教育
制度の充実を図り，現在は金融立国や産業の多角
化を目指している。労働力は周辺からの外国人に
大きく依存。農業は未発達で，食料は輸入に頼っ
ている。

アラブ首長国連邦
面積　7.1万㎢
人口　989万人
人口密度　139人 /㎢
首都　アブダビ
　　　（148万人，2020年）

アラビア半島の東部に位置する，アブダビやド
バイなど 7つの首長国（君主国）からなる連邦国
家。全土がＢＷ気候下にあるが，アラビア湾に
面しているため湿度は高めである。1892年，英
保護領となったが，1968年の第 2次中東戦争後，
イギリスが撤退したことにより小首長国を中心
に連邦を結成，71年に建国。

住民　 インド人38％，エジプト人
10，バングラデシュ人10

言語　＊アラビア語
宗教　 イスラーム62％（おもにス

ンニ派），ヒンドゥー教21
1 人当たりＧＮＩ　43,161ドル

豊富な石油資源に依存する経済体制で原油埋蔵量
は世界 8位。 1人当たりＧＮＩは世界トップクラ
ス。産業の多角化を進めるドバイは貿易や金融に
力を注ぎ，世界一の高さを誇る高層ビル，ブル
ジュ・ハリファなど観光施設の建設が相次ぐが，
2009年には金融不安が広がった。アラブ諸国，西
側諸国両者との協調外交を展開する。

イスラエル国
面積　2.2万㎢
人口　866万人
人口密度　392人 /㎢
首都　エルサレム
　　　（79万人，2016年）

西側には地中海，東のヨルダン国境近くには死
海がある。国土の大半は乾燥気候で，北部はＣ
ｓ気候。1917年のバルフォア宣言でイギリスが
ユダヤ人国家建設を承認，48年にパレスチナで
独立を宣言。以降アラブ諸国と 4次にわたる中
東戦争を繰り返して領土を拡大，82年エジプト
にシナイ半島を返還。

住民　ユダヤ人74％，アラブ人21
言語　＊ヘブライ語，＊アラビア
　　　語，英語
宗教　ユダヤ教74％，イスラーム
　　　18，キリスト教 2
1 人当たりＧＮＩ　46,301ドル

地中海沿岸で小麦・柑
かん

橘
きつ

類などを栽培。ダイヤモ
ンド加工業が発達し，武器とともに重要な輸出品。
1993年，ＰＬＯ（パレスチナ解放機構）と相互承認す
るがテロが繰り返され，2002年より分

ぶん

離
り

壁
へき

を建設。
2009年ネタニヤフ連立内閣が発足，和平が強調さ
れた。11年にパレスチナのＵＮＥＳＣＯ加盟が承認
された際は拠

きょ

出
しゅつ

金凍結など対抗措
そ

置
ち

。

トルコ共和国
面積　78.4万㎢
人口　8,434万人
人口密度　108人 /㎢
首都　アンカラ
　　　（459万人，2015年）

ヨーロッパ =トルコとアジア =トルコからな
る。地中海沿岸はＣｓ気候，アナトリア高原は
ＢＳ気候。新期造山帯に属し，たびたび大地震
が発生する。13世紀末に成立したオスマン帝国
は広大な領土を有したが，第一次世界大戦で敗
れ，分割される。1923年にアタテュルクにより
共和国が建設，近代化を進めた。

住民　トルコ人65％，クルド人19
言語　＊トルコ語，クルド語
宗教　イスラーム98％（スンニ派
　　　83・シーア派15）
1 人当たりＧＮＩ　8,975ドル

東部は貧しく西部との経済格差が大きい。小麦・
綿花・タバコなどを栽培。近年は茶の生産と消費
が増加。自動車と繊維製品が重要な輸出品。西
欧への出稼ぎ労働者の送金と観光収入が外貨獲得
源。イスラーム国家だが，政教分離の親欧米国で
ある。ＥＵ加盟候補国だが，キプロス問題でギリ
シャと対立。国内ではクルド人問題を抱える。

エジプト・アラブ共和国
面積　100.2万㎢
人口　10,233万人
人口密度　102人 /㎢
首都　カイロ
　　　（都市圏人口1,877万人，
　　　2015年）

アフリカ大陸の北東端にある。国土の大部分は
砂漠でナイル川が南北を貫流。肥沃な河谷とデ
ルタが生活の場で古代文明発祥の地。上流にア
スワンハイダムとナセル湖が建設された。1922
年英保護領から独立。53年王制から共和制へ移
行，71年現国名に。79年イスラエルと平和条約
締
てい

結
けつ

，82年シナイ半島を奪
だっ

還
かん

。

住民　エジプト人99％
言語　＊アラビア語，英語
宗教　 イスラーム90％（ほぼスン

ニ派），キリスト教10
1 人当たりＧＮＩ　3,114ドル

ナイル川流域で綿花・ナツメヤシ・小麦・米など
を栽培。スエズ湾で油田開発が行われ，石油製品・
原油が最大の輸出品。湾岸戦争に多国籍軍で参加
するなど親米路線であるが，反米感情の強いイス
ラーム過激派も残る。2011年に民主化運動により
ムバラク政権が崩壊。13年には軍部によるクーデ
ターが発生した。

アルジェリア民主人民共和国
面積　238.2万㎢
人口　4,385万人
人口密度　18人 /㎢
首都　アルジェ
　　　（首都圏人口256万人，
　　　2014年）

アフリカ北西部に位置し，地中海沿岸はＣｓ気
候，アトラス山脈はＢＳ気候。内陸に向かうほ
ど降水量が減り，南部にはサハラ砂漠が広がる。
夏には乾燥した熱風のシロッコが吹く。オスマ
ン帝国の属領であったが，1830年フランスが侵
入，植民地となる。武装闘争により1962年に独
立。76年軍政廃止。

住民　 アルジェリア系アラブ人
59％，ベルベル人26，ベド
ウィン系アラブ人15

言語　＊アラビア語，フランス語，
　　　ベルベル語
宗教　 イスラーム99％（ほぼスンニ派）
1 人当たりＧＮＩ　3,917ドル

外交は非同盟中立，アラブとの連帯を中心にす
る。石油と天然ガスの輸出が中心。地中海沿岸で
は小麦・オリーブ・ナツメヤシを生産。1990年代
にテロが多発。停滞していた観光業をはじめとす
る経済は，治安改善や原油価格の上昇で回復基調
にあったが，2008年からの世界的不況で打撃を受
けた。インフラ整備や国営企業の民営化が課題。

リビア
面積　167.6万㎢
人口　687万人
人口密度　 4人 /㎢
首都　トリポリ
　　　（都市圏人口113万人，
　　　2014年）

地中海に面する北部の一部のみＣｓ・ＢＳ気候
で，国土の大部分はリビア砂漠。1911年イタリ
アの植民地，第二次世界大戦後は英仏の共同統
治領に。51年に 3州の連合王国として独立，63
年に連邦制廃止。69年のクーデターにより国王
退位，カダフィ大佐を事実上の元首とする共和
国が成立。2011年カダフィ政権崩壊。

住民　アラブ人87％，ベルベル人
　　　（アマジグ）7
言語　＊アラビア語
宗教　イスラーム97％（ほぼスン
　　　ニ派）
1 人当たりＧＮＩ　4,637ドル

石油埋蔵量はアフリカ最大。油田は国有で， 1人
当たりＧＮＩはアフリカ最上位。製鉄・アルミ精
錬など国営工場が建設され，重工業化が進む。テ
ロリスト支援国家として欧米と敵対し，経済制裁
を受けたが，2001年以降は親アラブから親アフリ
カ外交へ転換を見せる。11年，反体制派との内戦
により，40年以上続いたカダフィ政権が崩壊。

エチオピア連邦民主共和国
面積　110.4万㎢
人口　11,496万人
人口密度　104人 /㎢
首都　アディスアベバ
　　　（327万人，2015年）

国土の大半が標高2,000m 以上の高原国。南北
に大地溝帯が走る。タナ湖は青ナイル川の源流。
低地はＡｗ気候 , 高原はＣｗ気候。アフリカ最
古の独立国。1962年エリトリア併合。74年軍の
革命で帝政廃止，社会主義路線に移行。国内地
域紛争やソマリア，エリトリアとの紛争が続い
た。93年エリトリアが独立，内陸国となった。

住民　オロモ35％，アムハラ，ティ
　　　グレなど約80の民族
言語　 ＊アムハラ語，英語，アラ

ビア語
宗教　東方正教会43％，イスラー
　　　ム34，プロテスタント19
1 人当たりＧＮＩ　824ドル

長期の内戦や干ばつにより経済は疲
ひ

弊
へい

しており，
世界最貧国の 1つ。地下資源に乏しく，原産地で
もあるコーヒー豆が最大の輸出品。ほかにモロコ
シ・ゴマ・皮革などが主要生産品。ティグレ人主
体のエチオピア人民革命民主戦線が91年に首都を
制圧し，内戦は終結。現在の政権は親米路線をと
るが，オロモ人反政府勢力が対立する。

各国要覧・付表各国要覧・付表
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スーダン共和国
面積　188.0万㎢
人口　4,385万人
人口密度　23人 /㎢
首都　ハルツーム
　　　（首都圏人口500万人，
　　　2014年）

北東部にヌビア砂漠。国土の中央を南北に貫流
する白ナイルとエチオピア高原から流れ込む青
ナイルがハルツームで合流する。古代エジプト
の影響を強く受けた。1956年にイギリス・エジ
プトの共同統治から独立。アフリカ最大の国土
をもっていたが，スッドと呼ばれる湿地を含む
南部が2011年に南スーダンとして独立した。

住民　黒人52％，アラブ人39
言語　＊アラビア語，英語
宗教　イスラームスンニ派68％，　
　　　伝統信仰11，カトリック10
1 人当たりＧＮＩ　850ドル

ナイル川沿岸は肥沃な穀倉地帯。北部のイスラー
ム勢力と南部の非アラブ系との内戦や経済制裁を
受けて，1990年代にはほぼ経済破

は

綻
たん

状態になった。
中国系企業が進出して石油開発，南部の産油地と
紅海を結ぶパイプラインが建設された。レアメタ
ルの埋蔵も期待されているが，資源は分離・独立
した南部に偏在している。

ケニア共和国
面積　59.2万㎢
人口　5,377万人
人口密度　91人 /㎢
首都　ナイロビ
　　　（325万人，2010年）

東アフリカの赤道直下に位置する。国土の中央
に標高5,199mのキリニャガ（ケニア）山がそびえ
る。海岸地域はＡｗ気候だが，国土の大部分は
標高1,000mを超える高原で，内陸のハイランド
地域は快適な気候となる。1885年英領東アフリ
カ，1920年より植民地となった。63年に英連邦
の王国として独立，64年共和国に。

住民　キクユ21％，ルイア14，ル
　　　オ13，カレンジン11
言語　 ＊スワヒリ語，＊英語，各

民族の言語
宗教　プロテスタント・独立教会
　　　60％，カトリック24
1 人当たりＧＮＩ　1,780ドル

鉱産資源にめぐまれず，中心産業は農業でコー
ヒー・茶・花

か

卉
き

の輸出が盛ん。観光収入が最大の
外貨獲得源。独立以来資本主義体制を維持し，東
アフリカでは最も経済が発達し，製造業も発展し
つつある。欧米諸国との関係が強いが，2001年に
東アフリカ共同体を形成，タンザニアやウガンダ
などと域内協力や経済統合を進める。

ナイジェリア連邦共和国
面積　92.4万㎢
人口　20,614万人
人口密度　223人 /㎢
首都　アブジャ
　　　（首都圏人口271万人，
　　　2015年）

ニジェール川が中央部を南流し，下流にデルタ
を形成。海岸付近はＡｆ気候，内陸はＡｗ気候，
北部はＢＳ気候。かつて奴隷海岸と呼ばれ，19
世紀にイギリス植民地に。1960年独立。67～70
年のビアフラ戦争で大量の餓

が

死
し

者が発生。91年
に首都をラゴスからイスラーム勢力とキリスト
教勢力の中立地帯であるアブジャへ移転。

住民　ヨルバ18％，ハウサ17，イ
　　　ボ13，ほか250以上の民族
言語　＊英語，各民族の言語
宗教　 イスラーム52％，キリスト

教47
1 人当たりＧＮＩ　2,173ドル

アフリカ第一の産油国でＯＰＥＣに加盟。油田は
ニジェールデルタに集中している。根菜類やカカ
オ・落花生の生産が多い。石油収入による工業育
成をはかったが，累

るい

積
せき

債
さい

務
む

に苦しむ。ヨルバ・ハ
ウサ・イボなど，250もの民族が居住する多民族
国家で，人口はアフリカ最大。1999年新憲法を制
定して連邦共和制が復活した。

コートジボワール共和国
面積　32.2万㎢
人口　2,638万人
人口密度　82人 /㎢
首都　ヤムスクロ
　　　（21万人，2014年）

ギニア湾岸はＡｆ気候，標高の高い北部はＡｗ
気候。15世紀に西欧の貿易船が来航し，奴隷と
象
ぞう

牙
げ

が輸出された。フランスが進出し，1893年
に植民地化，プランテーション農業が広がった。
1960年の独立後，親仏政策のもとで果たした経
済成長は「イボワールの奇跡」と呼ばれる。国名
はフランス語で「象牙海岸」を意味する。

住民　 アカン29％，ボルタイック
16，北マンデ15

言語　 ＊フランス語，各民族の言
語

宗教　 イスラーム43％，キリスト
教34

1 人当たりＧＮＩ　2,206ドル

輸出量世界一のカカオや，コーヒー豆の栽培が盛
ん。モノカルチャー経済からの脱却を果たし，イ
モ類・天然ゴムなどの農産物，石油・ダイヤモン
ドなどの鉱産資源，石油製品，材木など輸出品目
は多様。貿易黒字だが累積債務が多く，財政は厳
しい。2010年の大統領選挙では混乱が生じ，大統
領が２人存在する異常事態となった。

コンゴ民主共和国
面積　234.5万㎢
人口　8,956万人
人口密度　38人 /㎢
首都　キンシャサ
　　　（都市圏人口875万人，
　　　2010年）

アフリカ大陸の中央，コンゴ川流域の国土は，
赤道周辺はＡｆ気候，南北にＡｗ気候が広がる。
東部は大地溝帯にあたり，タンザニアとの国境
のタンガニーカ湖周辺はＣｗ気候。ベルギーの
植民地から1960年にコンゴ共和国として独立。
動乱の後，67年コンゴ民主共和国と改称。71～
97年はザイール共和国と称した。

住民　ルバ18％，コンゴ16，モン
　　　ゴ14，ルワンダ10
言語　＊フランス語，スワヒリ語，
　　　各民族の言語
宗教　カトリック50％，プロテス
　　　タント20，イスラーム10
1 人当たりＧＮＩ　535ドル

農業は自給作物が中心。コバルト・ダイヤモンド
など鉱産資源にめぐまれ，原油も重要な輸出品。
1997年に武装組織が政権を奪

だっ

取
しゅ

，国名をコンゴ民
主共和国とするが，民族対立が資源利権と結び付
き周辺国を巻き込んだ戦争となる。90年代の内乱
で鉱業生産が低迷，世界最貧困国の 1つ。2002年
和平合意が結ばれたが不安定。経済改革を推進。

マダガスカル共和国
面積　58.7万㎢
人口　2,769万人
人口密度　47人 /㎢
首都　アンタナナリボ
　　　（337万人，2020年）

インド洋に浮かぶ世界 4位の面積の島が国土。
アフリカから分離した楯状地で，バオバブなど
独自の動植物相をもつ。中央に3,000m近い山脈
が南北に連なり，東側はＡｆ気候，西側はＡｗ
気候，南部はＢＷ気候。Ｃｗ気候の中央高原に
水田が広がる。 5世紀頃東南アジアから到来し
たマレー人が祖先。1960年にフランスから独立。

住民　 マダガスカル人（マラガシー）
96％

言語　 ＊マダガスカル語，＊フラ
ンス語，＊英語

宗教　伝統信仰42％，プロテスタ
　　　ント27，カトリック20
1 人当たりＧＮＩ　508ドル

国民の約70％は農業に従事。米の生産量はアフリ
カ 3位で， 1人当たり消費量は日本よりも多い。
バニラビーンズ・コーヒー・エビの輸出が盛ん。
1990年代に社会主義路線から自由化政策に転換し
て経済成長をとげた。2009年の政変を機に外国か
らの投資と観光客が減少し，経済は低迷。2014年
に新内閣が発足し，経済復興を進めている。

南アフリカ共和国
面積　122.1万㎢
人口　5,931万人
人口密度　49人 /㎢
首都　プレトリア
　　　（都市圏人口150万人，
　　　2011年）

アフリカ南端にあり，国土の大部分は標高900m
以上の高原。緯度のわりに気温は低く東部は温
帯，西部は乾燥帯。Ｃｓ気候の喜

き

望
ぼう

峰
ほう

付近に17
世紀からオランダ系移民が入植。18世紀末から
イギリスが入植。1910年英自治領南アフリカ連
邦成立。48年アパルトヘイト導入，91年全廃。
61年英連邦を脱し（94年復帰），共和国に。

住民　 黒人81％，白人と黒人の混
血 9，白人 8

言語　 ＊英語，アフリカーンス，
各民族の言語

宗教　 キリスト教86，伝統信仰 5
1 人当たりＧＮＩ　5,832ドル

白金・金・ダイヤモンドなど鉱産資源にめぐまれ，
ＧＮＩはアフリカ 2位。高原では牧畜，平野部で
は野菜・小麦を栽培。1994年マンデラが黒人初の
大統領に就任。2010年サッカーワールドカップ開
催。輸出拠点として独，日の自動車工場が進出。
経済成長が続くが，白人と黒人の経済格差や慢性
的な電力不足が見られる。

グレートブリテン・北アイル
ランド連合王国（イギリス）
面積　24.2万㎢
人口　6,789万人
人口密度　280人 /㎢
首都　ロンドン
　　　（862万人，2014年）

古期造山帯のぺニン山脈が縦断する。暖流の北
大西洋海流と偏西風の影響を受け，Ｃｆｂ気候。
18世紀の産業革命で世界の工場として発展，世
界各地に植民地を拡大，大英帝国を築く。第二
次世界大戦後は地位が低下。1960年代からＩＲ
Ａ（アイルランド共和軍）によるテロや暴動が激
化したが，現在は沈静化している。

住民　 白人87％，黒人 3，インド
人 2

言語　 ＊英語，ウェールズ語，ス
コットランド語

宗教　 キリスト教60％，イスラー
ム 4，ヒンドゥー教 1

1 人当たりＧＮＩ　41,149ドル

牧場・牧草地が国土の約51%を占めるが農業人口
は 2 ％に満たない。産業革命以降，世界経済を先
導する工業国で，自動車・航空機・機械など各種
工業が盛んだが，ドイツやアメリカの発展で地位が
低下。北海油田の開発で1980年から石油輸出国に。
73年ＥＣ（現ＥＵ）に加盟も単一通貨ユーロには未加
入。2016年の国民投票を経て，20年ＥＵ離脱。
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アイルランド
面積　7.0万㎢
人口　494万人
人口密度　71人 /㎢
首都　ダブリン
　　　（55万人，2016年）

アイルランド島の大半が国土。中央部は氷河の
堆積物を含む低地が広がり，湖が多い。北大西
洋海流と偏西風の影響でＣｆｂ気候。前 6世紀
にケルト人が渡

と

来
らい

， 5 世紀にキリスト教伝来。
12世紀のノルマン人侵攻以来イングランドによ
る植民地化が進み，1801年にイギリスに併合さ
れる。1922年に北部 6州を除いて独立。

住民　アイルランド人85％
言語　＊ゲール語（アイルランド　
　　　語），＊英語
宗教　 カトリック78％，アイルラ

ンド教会（アングリカン・
チャーチ） 3

1 人当たりＧＮＩ　63,159ドル

国土の約15％が農地，約49％が牧場・牧草地とし
て利用されるが，農産物は国内消費中心。イギリ
ス支配時代，ジャガイモの疫

えき

病
びょう

を発端とする大飢
饉によりアメリカへ移住した人々が多く，現在も
つながりが強い。1990年代のＥＵ統合と，電子・
電気・化学などでのアメリカ企業の進出により経
済成長をとげたが，2010年に経済危機に陥

おちい

った。

ノルウェー王国
面積　32.4万㎢
人口　542万人
人口密度　17人 /㎢
首都　オスロ
　　　（69万人，2020年）

スカンディナヴィア半島の西側。山脈斜面で平
地は少ない。山岳氷河やフィヨルドが発達。北
大西洋海流の影響で沿岸部は北極圏まで温帯
（Ｃｆｂ）が広がり，降水も多い。内陸部はＤｆ・
ＥＴ気候。9世紀末には最初の統一王朝が成立。
デンマーク，スウェーデンとの連合や併合を経
て，1905年に王国として独立。

住民　 ノルウェー人（サーミを含
む）83％

言語　＊ノルウェー語
宗教　福音ルター派82％
1 人当たりＧＮＩ　78,185ドル

水産物の輸出世界 2位の漁業国で捕
ほ

鯨
げい

も行う。日
本へはサーモンの輸出が多い。水資源が豊富で水
力発電が約98％を占める。アルミニウム，製紙・
パルプ，造船などの工業が発展。北海油田の開発
により，75年から石油輸出国になった。高福祉国
家として年金基金の積み立てを行っているが，石
油収入への依存が問題視される。ＥＵ未加盟。

スウェーデン王国
面積　43.9万㎢
人口　1,010万人
人口密度　23人 /㎢
首都　ストックホルム
　　　（97万人，2019年）

スカンディナヴィア半島の東側。国土の西には
スカンディナヴィア山脈。ボスニア湾とバルト
海に面する。南部はＣｆｂ気候 , 北部・内陸部
はＤｆ・ＥＴ気候。国土の約60％は森林。1523
年デンマークから独立。19世紀初めロシアに
フィンランドを割

かつ

譲
じょう

。1815年からノルウェーと
連合王国を形成するが，1905年に分離。

住民　スウェーデン86％，その他
　　　ヨーロッパ 8，アジア 4
言語　 ＊スウェーデン語，フィン

ランド語，サーミ語
宗教　スウェーデン教会62％
1 人当たりＧＮＩ　54,226ドル

森林資源や鉄鉱石にめぐまれ，製紙・パルプのほ
か自動車など機械工業が発達。良質な鉄鉱石を
ヨーロッパ各国へ輸出。農地は国土の約 6％に過
ぎないが，高い生産力で穀物自給率は100％を超
える。社会保障制度の整った高福祉国家。1995年
ＥＵに加盟したが，ユーロには未加入。80年原子
力発電所全廃を決定したが，あまり進んでいない。

デンマーク王国
面積　4.3万㎢
人口　579万人
人口密度　135人 /㎢
首都　コペンハーゲン
　　　（都市圏人口128万人，
　　　2016年）

ユーラン半島と周辺の約450の島々からなる。
国土は氷食を受けた平坦な地形で，土壌はやせ
ている。高緯度だが温暖なＣｆｂ気候。中世か
らヴァイキング（北方ゲルマン族）の国として
繁栄。スウェーデンが1523年分離，1815年ノル
ウェーを割譲。第二次世界大戦中はドイツが占
領。1944年アイスランドが分離・独立。

住民　デンマーク人86％
言語　＊デンマーク語
宗教　 福音ルター派80％，イスラー

ム 4
1 人当たりＧＮＩ　62,449ドル

農業協同組合の指導で国土の2/3を農用地とし，
酪農が発達。造船・機械工業などが発展。北海油
田の開発により1981年から原油を生産し，輸出の
約 4％を占める。風力発電も推進。世界有数の社
会福祉国家。73年ＥＣ（現ＥＵ）加盟もユーロには
未加入。北大西洋のフェロー諸島やグリーンラン
ドはデンマークの海外領土。

ドイツ連邦共和国
面積　35.8万㎢
人口　8,378万人
人口密度　234人 /㎢
首都　ベルリン
　　　（347万人，2015年）

国土は南から北へ，新期造山帯のアルプス山脈，
中部の丘陵・盆地，北部のハイデと呼ばれる荒
地が広がる北ドイツ平原と低くなっていく。北
流するオーデル川とナイセ川がポーランドとの
国境。大半はＣｆｂ気候。1945年の敗戦で米英
仏ソの占領下に置かれ，49年に東西ドイツに分
裂，90年に統一された。ＥＵ原加盟国。

住民　ドイツ人88％，トルコ人 3
言語　＊ドイツ語
宗教　 カトリック29％，プロテス

タント27，イスラーム 4
1 人当たりＧＮＩ　47,488ドル

ルール地方やザクセン地方の石炭を資源に自動
車・電気機械・精密機械などが発達，ヨーロッパ
最大の工業国。酪農や混合農業が中心。統一後，
旧東ドイツ地域の経済再建の遅れや失業率の増加
など混乱が生じ，外国人労働者排

はい

斥
せき

運動や極
きょく

右
う

勢
力（ネオナチ）の動きが活発化。再生可能エネル
ギーの普

ふ

及
きゅう

を推進，2011年に脱原発を決定した。

オランダ王国
面積　4.2万㎢
人口　1,714万人
人口密度　412人 /㎢
首都　アムステルダム
　　　（83万人，2016年）

ライン川下流の低地にあり，北海に臨
のぞ

む交通の
要地。1927年よりゾイデル海を遮

しゃ

断
だん

，アイセル
湖を干拓したポルダーが広がる。国土の1/4は
海面下にある。Ｃｆｂ気候で北海から強い風が
吹きつける。1581年にスペインから分離宣言，
1648年独立承認。1839年にベルギー，90年にル
クセンブルクが分離・独立。ＥＵ原加盟国。

住民　オランダ77％
言語　＊オランダ語
宗教　 カトリック24％，プロテス

タント16（おもに改革派・
ルター派）

1 人当たりＧＮＩ　53,260ドル

ポルダーでの酪農や砂丘地帯でのチューリップの
花卉球根栽培などの園芸農業が盛ん。北部低地や
北海で天然ガスを産出し，エネルギーはほぼ自給。
造船・石油化学・電気機械・食品工業などが発展。
ライン川河口近くのユーロポートはＥＵの玄関口
として重要な貿易港である。実質上の首都ハーグ
には，国際司法裁判所がある。

ベルギー王国
面積　3.1万㎢
人口　1,159万人
人口密度　380人 /㎢
首都　ブリュッセル
　　　（18万人，2015年）

南東部はアルデンヌ高原など丘陵，北部のフラ
ンドル地方には土壌の豊かな平野が広がる。高
地と低地の境はムーズ（ミュース，マース）川と
支流のサンブル川が流れる。全土がＣｆｂ気候。
1815年，オランダの統治下に入るが30年に独立
を宣言。1948年，オランダ，ルクセンブルクと
ベネルクス関税同盟を結成。ＥＵ原加盟国。

住民　ベルギー人91％（フラマン
　　　語系54，フランス語系36，　
　　　ドイツ語系 1）
言語　 ＊フラマン語，＊フランス

語，＊ドイツ語
宗教　カトリック60％
1 人当たりＧＮＩ　49,774ドル

フランドル地方の毛織物や南部ワロン地方の石炭
は歴史が古い。石油化学工業など原料を輸入する
加工業が中心で，貿易依存度が高い。 1人当たり
ＧＮＩは世界上位。北部は野菜類などの園芸農業，
南部は畜産業が盛ん。言語をめぐる地域対立があ
り，北部のフラマン語地域，南部のワロン語地域，
首都地域の 3地域連邦制をとる。

フランス共和国
面積　55.2万㎢
人口　6,527万人
人口密度　118人 /㎢
首都　パリ
　　　（219万人，2017年）

国土の大部分は平原でパリ盆地にはケスタ地形
が見られる。南東部にはジュラ・アルプス山脈，
南西部にはピレネー山脈。国土の大部分はＣｆ
ｂ気候，地中海沿岸はＣｓ気候。中世のフラン
ク王国からの流れをくみ，15世紀に国土統一。
1789年フランス革命，92年王制廃止。1958年ド
ゴールにより第五共和制成立。ＥＵ原加盟国。

住民　フランス人77％
言語　 ＊フランス語，プロヴァン

ス語，ドイツ語
宗教　 キリスト教65％（ほぼカト

リック），イスラーム 8
1 人当たりＧＮＩ　41,155ドル

西ヨーロッパで最も農業生産力が高い。小麦・ト
ウモロコシ・ワインなどを輸出。パリを中心に重工
業や宇宙・航空機産業も発展。エネルギー資源が
乏しく，原子力発電の占める割合が高い。失業率
上昇や都市での犯罪が深刻化。2003年イラク戦争
をめぐり，英・米と対立。近年はイスラーム系移
民が増加，貧困や差別を背景に暴動・テロも発生。
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スイス連邦
面積　4.1万㎢
人口　866万人
人口密度　210人 /㎢
首都　ベルン
　　　（13万人，2016年）

ヨーロッパ中央の内陸国。南部にアルプス山脈，
北西部にジュラ山脈が連なり，その間に高原が
東西に広がる。氷河地形が発達。高度により気
候が変化。アルプス山脈は西ヨーロッパの貴重
な水源であり，ライン川などが流れ出す。1648
年神聖ローマ帝国から独立，1815年のウィーン
会議で永

えい

世
せい

中立国となった。

住民　 ドイツ系62％，フランス系23，
イタリア系8，ロマンシュ系1

言語　 ＊ドイツ語 ,＊フランス語 ,
　　　＊イタリア語 ,＊ロマンシュ語
宗教　カトリック37％，プロテス
　　　タント25
1 人当たりＧＮＩ　85,718ドル

山岳地形が多く農業は発達していない。森林限界
以上の草地アルプ（東部ではアルム）は夏の放牧地
となる。豊富な電力と技術を活かした精密機械（時
計・光学機械）・電気機器・化学薬品などの工業
や金融・観光業が盛ん。ジュネーブにはＷＴＯ・
ＵＮＨＣＲなどの国際機関が置かれる。2002年国
連加盟。09年日本とＦＴＡ署名。ＥＵ未加盟。

イタリア共和国
面積　30.2万㎢
人口　6,046万人
人口密度　200人 /㎢
首都　ローマ
　　　（286万人，2016年）

国土はイタリア半島とサルデーニャ島・シチリ
ア島などで，新期造山帯に属し火山が多い。半
島部をアペニン山脈が縦断。中・南部は典型的
なＣｓ気候，ポー川流域のパダノ=ヴェネタ平
野周辺はＣｆａ気候。中世以来分立していた都
市国家群を1861年にイタリア王国が統一。1948
年に共和国として成立。ＥＵ原加盟国。

住民　イタリア人96％
言語　＊イタリア語
宗教　カトリック83％
1 人当たりＧＮＩ　33,373ドル

北部のミラノ・トリノ・ジェノヴァを結ぶ三角地
帯を中心に重工業が発展。機械・自動車・衣類の
製造が盛ん。南部は工業化が遅れ零細な農家が多
く，小麦・果樹栽培を中心とした地中海式農業が
営まれる。南北の経済格差是正が重要課題の 1つ。
国家資本による公企業・国営企業が産業の大半を
占めていたが，近年民営化を推進。

スペイン王国
面積　50.6万㎢
人口　4,676万人
人口密度　92人 /㎢
首都　マドリード
　　　（327万人，2019年）

イベリア半島の大部分。北東部にピレネー山脈，
中央内陸部に乾燥した高原のメセタ。北部はＣ
ｆｂ気候，南部はＣｓ気候が広がる。レコンキ
スタを経て1479年王国成立，16世紀には中南米
を中心に植民地を拡大するが，英に敗北し衰退。
19世紀には植民地が独立。1931年第二共和制移
行後内戦を経て独裁政治へ。75年王制復活。

住民　 スペイン人45％，カタルー
ニャ人28，ガリシア人 8，
バスク人 6

言語　＊スペイン語，カタルーニャ
　　　語，ガリシア語，バスク語
宗教　カトリック68％
1 人当たりＧＮＩ　29,860ドル

地中海沿岸でオリーブ・ブドウ・レモンを栽培，
食品工業も盛ん。鉄鋼・造船・自動車も発展。ビ
ルバオ鉄山は北部バスク地方の工業化を支えた
が，現在は枯

こ

渇
かつ

。バスク地方，カタルーニャ地方
では分離・独立運動が続き，2017年にはカタルー
ニャで独立の可否を問う住民投票が行われた。風
力発電を推進，14年には総発電量の19％に達した。

ポルトガル共和国
面積　9.2万㎢
人口　1,020万人
人口密度　111人 /㎢
首都　リスボン
　　　（55万人，2011年）

ユーラシア大陸最西端の国。イベリア半島のほ
か大西洋上のアゾレス諸島なども領有。本土は
Ｃｓ気候。1149年王国が成立。レコンキスタ完
了後，15世紀から積極的に海外進出を進め大航
海時代を築く。日本とも南

なん

蛮
ばん

貿易を行う。1999
年にマカオを中国へ返還，東ティモールからの
撤退で全植民地を手放した。

住民　ポルトガル人92％
言語　＊ポルトガル語
宗教　 カトリック81％
1 人当たりＧＮＩ　22,811ドル

主要農産物はオリーブ・小麦・ワイン・コルクな
どで，水産業も盛ん。タングステン鉱の生産も多
い。1986年のＥＣ加盟後，国営企業の民営化とサー
ビス産業への転換が進む。自動車・機械などの加
工貿易が主体だが，貿易赤字が続いており，出稼
ぎによる送金や観光収入で外貨獲得を補ってい
る。

ギリシャ共和国
面積　13.2万㎢
人口　1,042万人 
人口密度　79人 /㎢
首都　アテネ
　　　（66万人，2011年）

バルカン半島南部のペロポニソス半島とクレタ
島など約3,000の島々からなる。国土の約 8割は
山地。気候はＣｓ気候，北部の山岳地域はＣｆ
ａ気候。古代文明発祥地の 1つで，紀元前 8世
紀には都市国家が分立。オスマン帝国による支
配から1830年に独立，1973年クーデターで王制
廃止，74年民政に戻り，共和制に。

住民　ギリシャ人90％，マケドニ
　　　ア人 2，アルバニア人 2
言語　＊ギリシャ語
宗教　ギリシャ正教会90％
1 人当たりＧＮＩ　19,444ドル

オリーブ・綿花など気候に合わせた農業が主力産
業。穀物生産は少なく，食料自給はできない。海
運業と観光業がおもな外貨収入源。1981年にＥＣ
（現ＥＵ）加盟。2009年総選挙で政権交代し，前政
権が財政赤字を過小評価していたことが発覚，財
政不安が高まった。ユーロ圏であることから11年
にはＥＵ全体へと金融危機が拡大した。

キプロス共和国
面積　0.93万㎢
人口　121万人
人口密度　131人 /㎢
首都　ニコシア
　　　（都市部人口24万人，
　　　2015年）

東地中海の小島。東地中海の中継地点として古
くから交通の要地とされた。イギリスがオスマ
ン帝国から統治権を獲得，1914年に併合。反英
運動が高まり60年に独立。74年ギリシャ併合派
によるクーデターを機に，トルコ軍が侵入し北
部を占領して独立を宣言。事実上， 2つの政府
が存在している状態である。

住民　ギリシャ系キプロス人99％
言語　＊ギリシャ語，＊トルコ語，
　　　英語
宗教　ギリシャ正教会89％，カト
　　　リック 3
1 人当たりＧＮＩ　27,282ドル

観光業と金融業が中心。約90％はギリシャ系住民
で2004年ＥＵ加盟，08年ユーロ導入。トルコ系住
民が居住する北部は1983年に北キプロス・トルコ
共和国として独立宣言が採択されたが，国連では
未承認。経済はトルコに依存しており，南北格差
は顕

けん

著
ちょ

。国連が設置した緩衝地帯の壁は一部撤去
され，再統合へ向かう動きが見られる。

ポーランド共和国
面積　31.3万㎢
人口　3,785万人
人口密度　121人 /㎢
首都　ワルシャワ
　　　（174万人，2016年）

バルト海に臨む平原の国。南部にスデーティ山
脈・カルパティア山脈が走る。北部と西部はＣ
ｆｂ気候，東部や南部の山岳地域はＤｆ気候。
第二次世界大戦でドイツが占領。戦後，共産党
政権が成立。1952年人民共和国憲法を制定。89
年連帯による非共産党連立政権誕生。国名を現
国名に改称。

住民　ポーランド人94％
言語　＊ポーランド語，ドイツ語
宗教　 カトリック87％，ポーラン

ド自治正教会 1
1 人当たりＧＮＩ　15,017ドル

農業国だが土地生産性が低く，農家も小規模。ジャ
ガイモ・小麦・ライ麦・テンサイなどの栽培が盛
ん。石炭・銅などの鉱産資源にめぐまれ，南部の
シロンスク地域では重工業が発展。経済特区を設
けるなど市場経済化を積極的に進め，国営企業も
民営化した。96年ＯＥＣＤ加盟。99年ＮＡＴＯ加
盟。2004年ＥＵ加盟を果たした。

チェコ共和国
面積　7.9万㎢
人口　1,071万人
人口密度　136人 /㎢
首都　プラハ
　　　（127万人，2016年）

北西をエルツ山脈，北東をスデーティ山脈，南
西をベーマーヴァルト（森）に囲まれた内陸国。
国土の中央のヴルタヴァ（モルダウ）川沿いはボ
ヘミア盆地。大部分がＣｆｂ気候。1918年チェ
コスロバキア共和国成立。38年ドイツの占領で
解体したが48年再統一し，人民共和国に。89年
共産党政権崩壊。93年スロバキアと分離・独立。

住民　チェコ人64％，モラビア人 5，
　　　スロバキア人 1
言語　＊チェコ語，スロバキア語，
　　　ハンガリー語
宗教　 カトリック10％，プロテス

タント 1
1 人当たりＧＮＩ　22,010ドル

石炭・褐
かっ

炭
たん

などを産出する。古くから産業革命を
達成し，工業国として知られる。鉄鋼・機械・自
動車・石油化学など重化学工業が発展，繊維や陶
磁器など伝統工業も残る。民主化後，日欧の企業
進出により経済成長が進むが，労働力不足と人件
費高

こう

騰
とう

の問題が生じている。1995年ＯＥＣＤに参
加。2004年ＥＵ加盟。ユーロ未加入。
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スロバキア共和国
面積　4.9万㎢
人口　546万人
人口密度　111人 /㎢
首都　ブラチスラバ
　　　（42万人，2016年）

国土の大半はカルパティア山脈西端の山地。ド
ナウ川支流沿いに平野が広がる。西部はＣｆ b
気候，東へ行くほど大陸性となりＣｆ a・Ｄｆ
気候へと変化。第二次世界大戦後，チェコと統
一国家を再建。社会主義路線から1968年に自由
化が進められた（「プラハの春」）が，鎮圧される。
民主化後の93年にチェコと分離・独立。

住民　スロバキア人81％，ハンガ
　　　リー人 8，ロマ 2
言語　＊スロバキア語，ハンガリー
　　　語
宗教　カトリック66％，プロテス
　　　タント 9
1 人当たりＧＮＩ　18,916ドル

工業国チェコに対して，農業国の性格を有する。
国営企業の民営化や市場開放を進め，自動車・電
気機械工業が進出して経済成長が進んだが，貧富
の差が拡大。周辺国との協力や日本，ＥＵとの協
調を外交の基本とするが，輸出依存度が高く経済
危機の影響を受けやすい。2004年にＥＵ加盟を果
たした。ユーロ未加入。

ハンガリー
面積　9.3万㎢
人口　966万人
人口密度　104人 /㎢
首都　ブダペスト
　　　（176万人，2015年）

ヨーロッパ中央部の内陸国。中心をドナウ川が
流れ，支流のティサ川沿いはプスタと呼ばれる
草原。国土の大半はＣｆａ・Ｃｆｂ気候。ウラ
ル系のマジャール人が 9世紀に侵入して建国。
オスマン帝国とオーストリアによる分割統治を
経て，第二次世界大戦後にソ連軍の占領下，社
会主義体制になる。89年共和国に改称。

住民　ハンガリー人84％，ロマ 3
言語　＊ハンガリー語（マジャール
　　　語）
宗教　カトリック37％，改革派12
1 人当たりＧＮＩ　16,424ドル

1968年から東欧ではいち早く市場原理を導入した
経済改革を実施。ボーキサイトが産出され，アル
ミニウム工業が発展。肥沃なプスタでは小麦・ト
ウモロコシ・ヒマワリを栽培，食料自給が可能。
改革後，外国資本導入で経済成長，2004年にＥＵ
加盟。その後インフレの進行と失業率の上昇が起
きた。巨額の財政赤字によりユーロ未加入。

クロアチア共和国
面積　5.7万㎢
人口　411万人
人口密度　73人 /㎢
首都　ザグレブ
　　（69万人，2011年）

アドリア海に臨み，ディナルアルプス山脈沿い
の山地とドナウ川の支流サヴァ川・ドラーヴァ
川沿いの東部の平地が国土。気候はＣｓ・Ｃｆ
ｂ気候。1918年セルブ=クロアート=スロベー
ン王国が成立。41年ドイツ侵攻で親ドイツのク
ロアチア独立国が誕生するが，45年ユーゴスラ
ビア連邦成立。91年独立，92年国連加盟。

住民　クロアチア人90％，セルビ
　　　ア人 4
言語　＊クロアチア語
宗教　 カトリック86％・東方正教

会 4
1 人当たりＧＮＩ　14,561ドル

旧ユーゴ時代より工業地帯となっていた。独立後
も，域内に住むセルビア人保護の名目で進攻した
セルビアとの争いなど内戦が続き，工業生産は後
退。観光業が主要産業であるが，世界遺産ドゥブ
ロヴニクは砲撃で損害を被

こうむ

った。マグロの養殖業
が盛んで，日本へ輸出される。2013年，ＥＵに加
盟した。

セルビア共和国
面積　7.7万㎢
人口　691万人
人口密度　89人 /㎢
首都　ベオグラード
　　　（168万人，2015年）

バルカン半島の中央に位置する内陸国。北部の
ドナウ川流域に肥沃な平野が広がる。1918年セ
ルブ =クロアート =スロベーン王国成立。第
二次世界大戦後， 6つの共和国からなるユーゴ
スラビア連邦の 1国として，独自の社会主義国
家を進めた。東欧民主化を契機に民族紛争が表
面化，90年に連邦解体，91年独立宣言。

住民　セルビア人83％，ハンガリー
　　　人 4，ロマ 2
言語　 ＊セルビア語，アルバニア

語，ハンガリー語
宗教　 東方正教会85％，カトリッ

ク 5
1 人当たりＧＮＩ　6,961ドル

農業は果実やドナウ川流域の小麦，工業は鉄鋼・
繊維などが主要産業。褐炭を産出し，エネルギー
を自給。アルバニア系住人とのコソボ紛争で，
1999年にＮＡＴＯによる空爆を受け経済は破綻。
2001年以降民営化，復興が進む。連合していたモ
ンテネグロが06年に分離・独立，セルビアとして
単独国家となる。08年コソボが分離・独立。

ルーマニア
面積　23.8万㎢
人口　1,924万人
人口密度　81人 /㎢
首都　ブカレスト
　　　（180万人，2020年）

ドナウ川流域の平原に臨む。中部から北部へカ
ルパティア山脈，中部から西部へトランシル
ヴァニア山脈が走る。大陸性気候で寒暖の差が
大きい。1878年オスマン帝国から独立，81年ルー
マニア王国成立。1947年王制を廃し人民共和国，
65年以降共産党独裁体制が続いたが，89年に政
権崩壊，現国名に。96年非共産政権成立。

住民　ルーマニア人89％，ハンガ
　　　リー 7
言語　＊ルーマニア語，ハンガリー
　　　語
宗教　 ルーマニア正教会87％，プロ

テスタント 6，カトリック 6
1 人当たりＧＮＩ　12,733ドル

伝統的に農業国であり，自給率100％を超える小
麦やトウモロコシが生産されるが，外資による農
地買収が進む。石油も産出されるが国内需要はま
かないきれず，輸入国となっている。社会主義時
代に重工業を推進したが，国際競争力が弱く貿易
赤字が続く。2007年ＥＵ加盟。中欧唯一のラテン
系民族国家だが，宗教は東方正教会系である。

ウクライナ
面積　60.4万㎢
人口　4,373万人
人口密度　72人 /㎢
首都　キエフ
　　　（291万人，2016年）

ロシアの南西部に位置し，南は黒海に面する。
北部はＤｆ気候，南部はＢＳ・Ｃｆａ気候。ド
ニエプル川流域の低地は肥沃な黒土（チェル
ノーゼム）地帯。16世紀からポーランド領，18
世紀にロシア領となり，1919年ウクライナ社会
主義ソビエト共和国樹立。22年ソビエト連邦構
成国となる。91年ソ連解体で独立，現国名に。

住民　ウクライナ人78％，ロシア
　　　人17
言語　＊ウクライナ語，ロシア語
宗教　 ウクライナ正教会46％，ウ

クライナ・カトリック 6
1 人当たりＧＮＩ　3,585ドル

黒海沿岸は肥沃な土壌で小麦の生産が盛ん。ヨー
ロッパの穀倉と呼ばれる。ドネツ炭田やクリヴォ
イログ鉄鉱山など鉱産資源にめぐまれ，ドニエプ
ル川の水力発電を利用して重工業が発展。ソ連時
代の1986年，チェルノブイリ原子力発電所事故が
発生。2006年天然ガス供給をめぐってロシアと対
立。14年クリミア半島を含むウクライナ紛争。

ロシア連邦
面積　1,709.8万㎢
人口　14,593万人
人口密度　9人 /㎢
首都　モスクワ
　　　（1,218万人，2016年）

世界最大の国土面積をもつ。ウラル山脈を境に
西側のヨーロッパロシアと東側のシベリアに分
けられる。大部分は冷帯で，極東のオイミャコ
ンは北半球の寒極。1917年のロシア革命を経て，
世界初の社会主義国であるソビエト社会主義共
和国連邦が成立。91年ソ連解体，旧ロシア共和
国を改称したロシア連邦が発足。

住民　ロシア人81％，タタール人 4，
　　　ほか200以上の民族
言語　 ＊ロシア語，＊主要民族の言語
宗教　 ロシア正教会53％，イスラー

ム 8
1 人当たりＧＮＩ　11,281ドル

ソ連時代に国内各地の資源を活用した重工業重視
の政策を推進し，アメリカと並ぶ工業国となった。
解体後は，外貨獲得を原油と天然ガスの輸出に依
存した経済体制となり，財閥の成長と貧富の差の
拡大が目立つ。国内にはチェチェン武装勢力によ
る分離・独立運動などテロ活動が散発している。
2012年ＷＴＯ加盟。14年クリミア併合。

ジョージア（グルジア）
面積　7.0万㎢
人口　399万人
人口密度　57人 /㎢
首都　トビリシ
　　　（114万人，2014年）

Ｃｆａ気候が分布する。北部には標高5,000m級の
カフカス山脈が連なり，Ｄｆ・Ｈ気候も見られる。
古代より交通の要地にあたり，16世紀にはオスマ
ン帝国とサファヴィー朝が争奪，東西に分割。19
世紀にロシア帝国に併合され，1922年ソビエト連
邦に加盟。ジョージア共和国として91年独立宣言。
2015年よりグルジアから呼称を変更した。

住民　 ジョージア人87％，アゼルバイ
ジャン人 6，アルメニア人 5

言語　＊ジョージア語，ロシア語
宗教　 ジョージア正教会83%，イ

スラーム11
1 人当たりＧＮＩ　4,263ドル

柑橘類・ブドウ・ワインが主産品。原油・天然ガ
スを産出。1993年独立国家共同体（ＣＩＳ）に加盟。
アブハジア自治共和国とともにジョージアからの
独立を目指す南オセチアに2008年軍事進攻し，武
力介入したロシアと交戦。ロシアとの外交を断絶
し，09年ＣＩＳを脱退。経済は停滞していたが，
政情安定とともに経済成長が見られる。

各国要覧・付表各国要覧・付表
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アメリカ合衆国
面積　983.4万㎢
人口　33,100万人
人口密度　34人 /㎢
首都　ワシントンD.C.
　　　（67.2万人，2015年）

日本の約25倍の面積。東部にアパラチア山脈，
西部にロッキー山脈が走り，中央平原をミシ
シッピ川が南流。北東部に氷河湖の五大湖。北
部は大陸性のＤｆ気候 , 東側はＣｆａ気候，フ
ロリダ南端はＡｍ気候。西側は乾燥帯が広がり
西海岸はＣｓ気候。1607年イギリスが植民地創
設。1775年独立戦争開始，76年13州で独立宣言。

住民　 白人76％，黒人13，アジア・
太平洋系 6, 先住民 1

言語　＊英語，スペイン語ほか
宗教　キリスト教83％（独立教会
　　　23・カトリック20・プロテ
　　　スタント19）
1 人当たりＧＮＩ　65,897ドル

世界最大の農業生産国。大型機械を駆
く

使
し

した大規
模農業が営まれる。鉱産資源も豊富で世界最大の
工業国でもあり，ＧDＰは世界 1位。エネルギー
消費量は群を抜く。世界の富の約 3割，世界の軍
事費の約 4割を占める超大国だが，貿易は大幅な
赤字。2001年の同時多発テロ後，03年アフガニス
タン攻撃，07年イラク戦争と軍事行動が続く。

カナダ
面積　998.5万㎢
人口　3,774万人
人口密度　4人 /㎢
首都　オタワ
　　　（都市圏人口133万人，
　　　2015年）

世界 2位の広大な国土をもつ。東部にラブラド
ル高原，西部にロッキー山脈，中央部はカナダ
楯状地の平原。かつて大陸氷河に覆われ湖が多
い。大半はＤｆ気候で北部はＥＴ気候，太平洋
岸はＣｆｂ気候。16世紀からヨーロッパ人入植，
フランスとの植民地争奪の末，1763年イギリス
支配が確立後，自治領へ。1931年独立承認。

住民　 カナダ系32％，イギリス系
32，フランス系14，先住民
6

言語　＊英語，＊フランス語
宗教　キリスト教67％（カトリッ
　　　ク39・プロテスタント20）
1 人当たりＧＮＩ　45,935ドル

プレーリー 3州の平原で小麦などの穀物を大規模
に栽培。森林資源や鉱産資源にめぐまれ，林業，
製紙・パルプ工業，アルミニウム工業などが発達。
1972年に世界で初めて多文化主義を宣言。フラン
ス系住民の多いケベック州では分離・独立への動
きが続く。先住民イヌイットの権利回復も進み，
99年にヌナブト準州発足。

メキシコ合衆国
面積　196.4万㎢
人口　12,893万人
人口密度　66人 /㎢
首都　メキシコシティ
　　　（892万人，2015年）

南北に走る東・西シエラマドレ山脈の間に平均
1,800mの盆地状のメキシコ高原が広がる。海岸
部とユカタン半島はＡｗ気候，高原はＣｗ気候，
北部には乾燥気候が広がる。1521年アステカ王
国が征服され，スペインの植民地となる。1821
年独立。48年アメリカとの領土戦争に敗れ，カ
リフォルニアなど国土の半分近くを失った。

住民　メスチソ62％，インディヘナ28
言語　 ＊スペイン語，インディヘ

ナの言語
宗教　 カトリック83％，プロテス

タント 7
1 人当たりＧＮＩ　9,603ドル

鉱産資源にめぐまれ，原油産出量は中南米最大。
銀の産出は世界 1位。1994年のＮＡＦＴＡ発効に
より，自動車・家電製品の生産が増加。同年ＯＥ
ＣＤ加盟。2004年日本と自由貿易協定（ＦＴＡ）締
結。合法・非合法を含め，アメリカへ渡る人々が
多い。メキシコシティではスラムの拡大や大気汚
染が深刻な問題となる。

キューバ共和国
面積　11.0万㎢
人口　1,133万人
人口密度　103人 /㎢
首都　ハバナ
　　　（213万人，2016年）

カリブ海最大のキューバ島と約1,500の島から
なる。大部分はなだらかな丘陵と平野。気候は
全域がＡｗ気候。1511年スペインが征服。1902
年独立，アメリカの強い影響下に置かれた。59
年カストロらによるキューバ革命。61年中南米
初の社会主義国となり，アメリカと断交。62年
キューバ危機で緊張状態となる。

住民　混血50％，白人25，黒人25
言語　＊スペイン語
宗教　キリスト教59％
1 人当たりＧＮＩ　9,169ドル

キューバ革命後，計画経済が推進されたが，サト
ウキビのモノカルチャー経済が続く。ニッケルは
世界 5位の埋蔵量を誇る。1989年ソ連からの原油
供給が停止したことにより経済が悪化。96年以降
はアメリカによる経済制裁が強化された。近年は
観光業に力を入れ，重要な外貨獲得源となってい
る。2015年，アメリカと54年ぶりに国交正常化。

ジャマイカ
面積　1.1万㎢
人口　296万人
人口密度　269人 /㎢
首都　キングストン
　　　（58万人，2011年）

大アンティル諸島の 1つで，キューバ南部に位
置する島国。山脈が東西に走る山がちな国土で，
最高峰は標高2,256mのブルーマウンテン峰。全
域がＡｗ気候だが，内陸部は穏やか。ハリケー
ンの襲来による被害が多い。1670年，スペイン
領からイギリス領に。1957年に自治権獲得，62
年にイギリス連邦加盟国として独立。

住民　黒人92％，混血6
言語　＊英語
宗教　プロテスタント51％
1 人当たりＧＮＩ　5,203ドル

イギリス連邦の一員として英米をはじめ西側諸国
との関係を深める。カリブ共同体では域外交渉の
役割を果たす。サービス業がＧＤＰの約60％を占
め，外貨獲得源は観光業と海外移住者からの送金
である。産出量世界 7位のボーキサイトと，アル
ミナが重要な輸出品。高級品種とされるコーヒー
豆は，生産量は少ないが約80％を日本へ輸出。

コスタリカ共和国
面積　5.1万㎢
人口　509万人
人口密度　100人 /㎢
首都　サンホセ
　　　（首都圏人口119万人，
　　　2011年）

太平洋と大西洋に挟まれた細長い国土。海岸部
は標高が低くＡｆ・Ａｗ気候。中央を貫く山脈
には火山も分布し，最高峰は4,000m近くになる。
山脈に囲まれた中央盆地は標高2,000mの高原。
1823年中央アメリカ諸州連合州としてスペイン
領から独立，38年連合の崩壊によりコスタリカ
共和国として独立。1949年軍隊を廃止。

住民　 白人・メスチソ84％，ムラー
ト 7

言語　＊スペイン語
宗教　カトリック72％，福音派13
1 人当たりＧＮＩ　11,528ドル

コーヒー豆・バナナの輸出国。政治が安定，経済
成長が続き中米の優等生と呼ばれた。1990年代に
米インテル社の製造拠点がつくられ，半導体部品
の輸出が増加。国立公園・自然保護区が国土の
1/4を占め，環境保護先進国として知られ，エコ
ツーリズムによる観光収入も増加している。90年
代から麻薬問題などにより治安が悪化。

ベネズエラ・ボリバル共和国
面積　93.0万㎢
人口　2,844万人
人口密度　31人 /㎢
首都　カラカス
　　　（194万人，2011年）

北西から南東へ向かってマラカイボ湖周辺の低
地，アンデス山脈へつながる高原，南米第 3の
大河オリノコ川流域に熱帯草原が広がる低地
リャノ，ギアナ高地と続く。1499年スペイン領。
1810年からシモン＝ボリバルらが独立闘争，19
年コロンビアやエクアドルとともに大コロンビ
ア共和国樹立。30年分離・独立。

住民　メスチソ52％，白人44，黒
　　　人 3
言語　 ＊スペイン語，インディヘ

ナの言語
宗教　カトリック85％，プロテス
　　　タント 4
1 人当たりＧＮＩ　4,615ドル

世界有数の原油産出国で経済は石油収入に大きく
依存。ＯＰＥＣ原加盟国。天然ガス・鉄鉱石・ボー
キサイトも産出。農業生産力は低く，食料は輸入
に頼る。独立後，長く軍事政府の支配が続いたが
1958年に民主制に。99年新憲法発効，現国名に。
貧富の差が大きく，失業率の悪化，低所得者層の
貧困が問題。ＭＥＲＣＯＳＵＲ加盟国。

ブラジル連邦共和国
面積　851.6万㎢
人口　21,256万人
人口密度　25人 /㎢
首都　ブラジリア
　　　（282万人，2015年）

南米大陸の約47％を占める広大な面積をもつ。
国土の60％以上はブラジル高原。北部のギア
ナ高地との間のアマゾン盆地には広大なセル
バが広がる。アマゾン川流域を中心にＡｆ・Ａ
ｍ・Ａｗ気候，南部にＣｗ・Ｃｆａ気候が分布。
1822年ポルトガルから独立。89年共和制に移行。
1964年から軍政が敷かれたが，85年民政復帰。

住民　白人48％，メスチソ・ムラー
　　　ト43
言語　 ＊ポルトガル語，イタリア

語，ドイツ語
宗教　カトリック65％，プロテス
　　　タント22
1 人当たりＧＮＩ　8,523ドル

コーヒー豆・サトウキビの生産は世界 1位。農業
の多角化を進め，大豆やトウモロコシ，牧畜も盛
ん。バイオエタノール燃料の生産は世界 2位。鉄
鉱石など鉱産資源も豊富で，中南米最大の工業国。
電力の 6割は水力発電。20世紀初頭に多くの日本
人が移住し，世界最大の日系人社会を形成してい
る。ＭＥＲＣＯＳＵＲ加盟国。
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ボリビア多民族国
面積　109.9万㎢
人口　1,167万人
人口密度　11人 /㎢
首都　ラパス
　　　（76万人，2012年）

西部のアンデス地方はＨ気候で，東西 2本の山
脈の間に標高4,000mほどの広大な平坦地アル
ティプラノが広がり，ペルーとの国境にチチカ
カ湖。東部はアマゾン低地でＡｗ気候。インカ
帝国の一部だったが，1532年スペインが征服。
1825年ペルーから分離・独立。83年チリに敗戦，
太平洋岸の領土を失い内陸国となった。

住民　 メスチソ68％，先住民20，
白人 5

言語　 ＊スペイン語ほか先住民の
36言語

宗教　カトリック78％，プロテス
　　　タント・独立教会16
1 人当たりＧＮＩ　3,468ドル

天然ガス・亜鉛・銀などが主要輸出品。ウユニ塩
原には世界有数のリチウムの埋蔵量が見込まれて
いるが，技術・資本がなく抽

ちゅう

出
しゅつ

されていない。サ
トウキビやコーヒー豆などの輸出作物が栽培され
るが，農地改革で分配された土地の多くは企業が
有しており，農民や先住民に分配する第二次改革
計画を発表。最貧国の 1つである。

コロンビア共和国
面積　114.2万㎢
人口　5,088万人
人口密度　45人 /㎢
首都　ボゴタ
　　　（都市圏人口788万人，
　　　2015年）

太平洋とカリブ海に臨む南米大陸の北西部。西
部を走るアンデス山脈が国土の40％を占め，高
原に都市が点在。北東部のメタ川流域の熱帯草
原リャノ，南東部のアマゾン低地はＡｆ・Ａｗ
気候。1810年スペインから独立を宣言，19年大
コロンビア共和国を樹立。30年ベネズエラ，エ
クアドルが，1903年パナマが分離・独立。

住民　メスチソ58％，白人20，ム
　　　ラート14
言語　＊スペイン語
宗教　カトリック79％，プロテス
　　　タント14
1 人当たりＧＮＩ　6,270ドル

世界 3位の生産量を誇るコーヒー豆のほか，サト
ウキビ・バナナ・ジャガイモ・米などを生産。石
炭・石油・ニッケル・金などの鉱産資源を産出す
る。1948年から約10年間激しい内戦が続き，その
後も政治は安定していないが二大政党制が継続し
ている。経済は安定成長を続けているが，現在で
も麻薬売買や反政府ゲリラのテロが横行する。

パラグアイ共和国
面積　40.7万㎢
人口　713万人
人口密度　18人 /㎢
首都　アスンシオン
　　　（53万人，2015年）

南米大陸中央に位置する内陸国。国土の中央を
南流するパラグアイ川（ラプラタ川の支流）で東
西に分かれる。西部はＡｗ気候で低平な熱帯草
原のグランチャコ，東部には森林も見られる。
1537年ポルトガルの領土拡大に対する要塞とし
てアスンシオンが建設され，スペイン領となる。
1811年独立を宣言，44年共和国に。

住民　メスチソ86％，白人 9
言語　＊スペイン語，グアラニ語
宗教　カトリック90％，プロテス
　　　タント 6
1 人当たりＧＮＩ　5,240ドル

農牧業が中心で輸出量世界 4位の大豆のほか，牛
肉が主要輸出品。大土地所有制が残存し，国内の
貧富の格差が激しい。内陸国だが河川を外航船が
通れる。パラナ川のイタイプダムとジャスレタダ
ムにより電力は自給，さらにブラジル・アルゼン
チンへ余剰電力を輸出している。中南米との外交
関係を重視。ＭＥＲＣＯＳＵＲ加盟国。

ペルー共和国
面積　128.5万㎢
人口　3,297万人
人口密度　26人 /㎢
首都　リマ
　　　（首都圏人口913万人，
　　　2011年）

アンデス中央に位置。5,000～6,000mの山脈が
西部を走り，高度による環境変化が明

めい

瞭
りょう

。東部
の低地はアマゾン川上流域にあり，Ａｆ気候で
熱帯雨林が広がる。高地は温帯・寒帯・高山気
候。太平洋沿岸は寒流の影響で乾燥。1533年イ
ンカ帝国が滅亡，スペイン領に。1821年独立宣
言，36年ボリビアに征服されるが39年再独立。

住民　メスチソ60％，ケチュア22，
　　　 白人 6，アフリカ系 4，ア

イマラ 2
言語　 ＊スペイン語，＊ケチュア

語，＊アイマラ語
宗教　カトリック76％，福音派14
1 人当たりＧＮＩ　6,635ドル

銅・金などの鉱産資源が重要な輸出品。石油・天
然ガスも産出される。漁獲量は世界 5位でアン
チョビー漁が中心。アンデス山中ではインディヘ
ナがジャガイモなど伝統的な農業を営む。空中遺
跡マチュピチュやナスカの地上絵は重要な観光資
源。中南米太平洋諸国との連携を重視。日系人も
多く，1990年にフジモリ大統領就任（～2000年）。

チリ共和国
面積　75.6万㎢
人口　1,912万人
人口密度　25人 /㎢
首都　サンティアゴ
　　　（491万人，2012年）

アンデス山脈に沿う南北4,300kmの細長い国土。
ペルー海流の影響で気温は上がらず，北部はア
タカマ砂漠，中部はＣｓ・Ｃｆｂ気候，最南部
の高地はＥＴ気候で沿岸部はフィヨルドが発
達。16世紀にスペインが植民地化。1818年独立，
79～84年ボリビア・ペルーと戦争し硝

しょう

石
せき

地帯を
領有。社会主義，軍政を経て1990年民政。

住民　 白人と非先住民89％，アラ
ウカノ 9，アイマラ 1

言語　 ＊スペイン語，インディヘ
ナの言語

宗教　カトリック67％，プロテス
　　　タント・独立教会16
1 人当たりＧＮＩ　14,298ドル

鉱産資源にめぐまれ，埋蔵量世界 1位の銅に依存
した経済体制だが，最近はワインやパルプの輸出
が増加。不漁となったアンチョビーに代わり，養
殖が成功したサーモンも生産を拡大している。中
南米・欧米・アジアとの関係強化に努め，2006年
にＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）協定を発効
させた国の 1つ。日本とは07年にＦＴＡ署名・発効。

アルゼンチン共和国
面積　279.6万㎢
人口　4,520万人
人口密度　16人 /㎢
首都　ブエノスアイレス
　　　（都市圏人口1,353万人，
　　　2011年）

日本の対
たい

蹠
せき

点近くに位置する。西部にアンデス
山脈，北部は亜熱帯の森林，中部のラプラタ川
流域のＣｆａ・ＢＳ気候には草原のパンパが広
がる。南部のパタゴニアは冷涼乾燥の砂漠。狩
猟民がわずかに暮らす地に1516年スペイン人が
上陸，73年支配が確立。1816年ラプラタ連合と
して独立，53年憲法を制定し共和国に。

住民　ヨーロッパ人86％，メスチ
　　　ソ 7，インディヘナ 3
言語　＊スペイン語
宗教　カトリック76％，プロテス
　　　タント 8，イスラーム 2
1 人当たりＧＮＩ　9,680ドル

パンパでの農牧業が基
き

幹
かん

産業で，小麦・トウモロ
コシ・牛肉など，輸出に占める農畜産品の割合が
高い。石油・天然ガスなどの資源にもめぐまれる。
1960年代からの政変，82年のイギリスとのフォー
クランド紛争での敗戦などで経済は混迷。2002年
対外債務返済不履

り

行
こう

で破綻したが現在は輸出が拡
大，経済は復調傾向。ＭＥＲＣＯＳＵＲ加盟国。

オーストラリア連邦
面積　769.2万㎢
人口　2,550万人
人口密度　 3人 /㎢
首都　キャンベラ
　　　（都市圏人口42万人，
　　　2015年）

平均高度340mたらずの低平な大陸とタスマニ
ア島からなる。東部にグレートディヴァイディ
ング山脈，西部は台地，中央は低地。乾燥帯が
広がり，北部沿岸はＡｗ気候 , 東部沿岸はＣｆ
ａ・Ｃｆｂ気候，東・西部の沿岸にＣｓ気候。
1770年イギリス人クックが上陸，領有を宣言，
88年流

る

刑
けい

植民地として入植開始。1901年独立。

住民　 白人90％，アジア人（中東を
除く）7，先住民 3

言語　＊英語，アボリジニの言語
宗教　 キリスト教60％，仏教 3，

イスラーム 2
1 人当たりＧＮＩ　53,620ドル

小麦栽培と牛・羊の牧畜が盛ん。羊毛の生産は世
界 2位，輸出は世界1位。石炭・鉄鉱石・金・ボー
キサイト・ウランなど鉱産資源にめぐまれる。最
大貿易相手国は中国（2006年までは日本）。移民を
白人に限る白豪主義政策を1973年に完全撤

てっ

廃
ぱい

，さ
まざまな移民を受け入れ，多民族・多文化社会を
形成。アジア・太平洋地域との緊密化を進める。

ニュージーランド
面積　26.8万㎢
人口　482万人
人口密度　18人 /㎢
首都　ウェリントン
　　　（都市圏人口20万人，
　　　2015年）

環太平洋造山帯の一部にあたり，北島には火山
や温泉が分布，南島はサザンアルプス山脈が走
り氷河地形が発達。海洋性のＣｆｂ気候，偏西
風帯により西岸の降水量は著しい。1769年イギ
リス人クックが探検，1840年先住民マオリとワ
イタンギ条約を調印し，イギリスの植民地に。
1947年英自治領から独立。

住民　ヨーロッパ人68％，マオリ
　　　（ポリネシア人）15，アジア
　　　人 9（中国人 4）
言語　＊英語，＊マオリ語
宗教　キリスト教51％（イギリス
　　　国教会13・カトリック12）
1 人当たりＧＮＩ　42,133ドル

輸出の多くを農産物が占める先進農業国。牧羊や
酪農，キウイフルーツなどの野菜・果実栽培が盛
んで，降水の多い北島は牧牛，少ない南島は牧羊。
非核政策が外交の基本の 1つ。アジア・太平洋地
域との関係強化に努め，ＴＰＰ原協定国。マオリ
語の公用語化など，先住民の歴史・文化を尊重し
ている。北島では地熱発電が進む。
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