
国旗は縦横の長さを各国が定めた比率で掲載しています。正式国名の欧文表記は英語による名称です。
1人あたりGDPは2014年のデータです。項目の「地図」は本書で掲載されているページを表します。
各国の配列は197カ国を五十音順で掲載しています。

出典
■面積：Demographic Yearbook 2016など　■人口：World Population Prospects 2017など
■通貨：地理統計要覧2019年版　■ 1人あたりGDP：国連 世界統計年鑑2018

世界各国・地域データ

長崎県

■県庁所在地：長崎市
■面積：4131㎢
■人口：137.9万人
■県花：ウンゼンツツジ
■ 1人あたり県民所得：238.8万円
■地図：P50

熊本県
■県庁所在地：熊本市
■面積：＊7409㎢
■人口：178.9万人
■県花：リンドウ
■ 1人あたり県民所得：243.8万円
■地図：P51

鹿児島県
■県庁所在地：鹿児島市
■面積：＊9187㎢
■人口：165.6万人
■県花：ミヤマキリシマ
■ 1人あたり県民所得：238.4万円
■地図：P.54～56

沖縄県
■県庁所在地：那覇市
■面積：2281㎢
■人口：147.2万人
■県花：デイゴ
■ 1人あたり県民所得：216.6万円
■地図：P.56、57

大分県
■県庁所在地：大分市
■面積：＊6341㎢
■人口：116.9万人
■県花：ブンゴウメ
■ 1人あたり県民所得：261.9万円
■地図：P.51

宮崎県
■県庁所在地：宮崎市
■面積：＊7735㎢
■人口：111.2万人
■県花：ハマユウ
■ 1人あたり県民所得：231.5万円
■地図：P.54

福岡県

愛媛県

■県庁所在地：福岡市
■面積：＊4986㎢
■人口：513.1万人
■県花：ウメ
■ 1人あたり県民所得：272.4万円
■地図：P.51

■県庁所在地：松山市
■面積：5676㎢
■人口：139.4万人
■県花：ミカンの花
■ 1人あたり県民所得：253.5万円
■地図：P.48

佐賀県

高知県

■県庁所在地：佐賀市
■面積：2441㎢
■人口：83.3万人
■県花：クスの花
■ 1人あたり県民所得：241.2万円
■地図：P.50

■県庁所在地：高知市
■面積：7104㎢
■人口：72.5万人
■県花：ヤマモモ
■ 1人あたり県民所得：253.2万円
■地図：P.49

データは県庁所在地のものです。ただし埼玉県は熊谷、千葉県は銚子、
滋賀県は彦根、山口県は下関のデータになります。
出典：理科年表 平成31年（統計開始から2017年までのデータ）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

アイスランド
■正式国名：アイスランド共和国
 Republic of Iceland

■首都：レイキャビク Reykjavík

■面積：10万3000㎢
■人口：34万人
■通貨：アイスランド・クローナ
■ 1人あたりGDP：60,966ドル
■地図：P.81
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最高気温 ℃ 順位
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最低気温 ℃ 順位

アフガニスタン
■正式国名：アフガニスタン・イスラム共和国

Islamic Republic of Afghanistan

■首都：カブール Kābul

■面積：65万2864㎢
■人口：3553万人
■通貨：アフガニー
■ 1人あたりGDP：584ドル
■地図：P.71

アゼルバイジャン
■正式国名：アゼルバイジャン共和国
 Republic of Azerbaijan

■首都：バクー Baku

■面積：8万6600㎢
■人口：983万人
■通貨：マナト
■ 1人あたりGDP：3,892ドル
■地図：P.77

アイルランド
■正式国名：アイルランド
 Ireland

■首都：ダブリン Dublin

■面積：6万9825㎢
■人口：476万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：64,497ドル
■地図：P.80

アメリカ合衆国（米国）
■正式国名：アメリカ合衆国
 United States of America

■首都：ワシントンD.C. Washington D.C.

■面積：983万3517㎢
■人口：3億2446万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：57,808ドル
■地図：P.96

アルゼンチン
■正式国名：アルゼンチン共和国
 Argentine Republic

■首都：ブエノス・アイレス Buenos Aires

■面積：278万400㎢
■人口：4427万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：12,449ドル
■地図：P.109

アルジェリア
■正式国名：アルジェリア民主人民共和国

People’s Democratic Republic of Algeria

■首都：アルジェ Alger

■面積：238万1741㎢
■人口：4132万人
■通貨：アルジェリアン・ディナール
■ 1人あたりGDP：3,917ドル
■地図：P.88

アラブ首長国連邦
■正式国名：アラブ首長国連邦
 United Arab Emirates

■首都：アブ・ダビ Abū Dhabı̄

■面積：7万1024㎢
■人口：940万人
■通貨：ディルハム
■ 1人あたりGDP：37,622ドル
■地図：P.70

アルバニア
■正式国名：アルバニア共和国
 Republic of Albania

■首都：ティラナ Tiranë

■面積：2万8748㎢
■人口：293万人
■通貨：レク
■ 1人あたりGDP：4,054ドル
■地図：P.85

アンティグア・バーブーダ
■正式国名：アンティグア・バーブーダ
 Antigua and Barbuda

■首都：セント・ジョンズ Saint John’s
■面積：442㎢
■人口：10万人
■通貨：東カリブ・ドル
■ 1人あたりGDP：14,462ドル
■地図：P.103

アンゴラ
■正式国名：アンゴラ共和国
 Republic of Angola

■首都：ルアンダ Luanda

■面積：124万6700㎢
■人口：2978万人
■通貨：クワンザ
■ 1人あたりGDP：3,711ドル
■地図：P.93

アルメニア
■正式国名：アルメニア共和国
 Republic of Armenia

■首都：エレバン Yerevan

■面積：2万9743㎢
■人口：293万人
■通貨：ドラム
■ 1人あたりGDP：3,615ドル
■地図：P.77

アンドラ
■正式国名：アンドラ公国
 Principality of Andorra

■首都：アンドラ・ラ・ベリャ Andorra la Vella

■面積：468㎢
■人口：8万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：36,987ドル
■地図：P.88

イスラエル
■正式国名：イスラエル国
 State of Israel

■首都：エルサレム Jerusalem（日本を
含め国際的には認められていない）
■面積：2万2072㎢■人口：832万人
■通貨：新シェケル
■ 1人あたりGDP：38,788ドル
■地図：P.72

イギリス（英国）
■正式国名：グレートブリテン・北アイルランド連合王国

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

■首都：ロンドン London

■面積：24万2495㎢
■人口：6618万人
■通貨：スターリング・ポンド
■ 1人あたりGDP：40,249ドル
■地図：P.80

イエメン
■正式国名：イエメン共和国
 Republic of Yemen

■首都：サヌア San’ā’
■面積：52万7968㎢
■人口：2825万人
■通貨：イエメン・リアル
■ 1人あたりGDP：920ドル
■地図：P.70
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インドネシア

イタリア

■正式国名：インドネシア共和国
 Republic of Indonesia

■首都：ジャカルタ Jakarta

■面積：191万931㎢
■人口：2億6399万人
■通貨：ルピア
■ 1人あたりGDP：3,570ドル
■地図：P.68

■正式国名：イタリア共和国
 Republic of Italy

■首都：ローマ Roma

■面積：30万2073㎢
■人口：5936万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：31,279ドル
■地図：P.86

ウズベキスタン

インド
■正式国名：インド
 India

■首都：デリー Delhi

■面積：328万7263㎢
■人口：13億3918万人
■通貨：ルピー
■ 1人あたりGDP：1,706ドル
■地図：P.71

ウクライナ

イラン

■正式国名：ウクライナ
 Ukraine

■首都：キエフ Kiev

■面積：60万3500㎢
■人口：4422万人
■通貨：フリブニャ
■ 1人あたりGDP：2,099ドル
■地図：P.77

■正式国名：イラン・イスラム共和国
 Islamic Republic of Iran

■首都：テヘラン Teherān

■面積：162万8750㎢
■人口：8116万人
■通貨：リアル
■ 1人あたりGDP：5,299ドル
■地図：P.70

ウガンダ

イラク

■正式国名：ウガンダ共和国
 Republic of Uganda

■首都：カンパラ Kampala

■面積：24万1550㎢
■人口：4286万人
■通貨：ウガンダ・シリング
■ 1人あたりGDP：610ドル
■地図：P.92

■正式国名：イラク共和国
 Republic of Iraq

■首都：バグダッド Baghdād

■面積：43万5052㎢
■人口：3828万人
■通貨：イラク・ディナール
■ 1人あたりGDP：4,301ドル
■地図：P.72

ウルグアイ
■正式国名：ウルグアイ東方共和国
 Oriental Republic of Uruguay

■首都：モンテビデオ Montevideo

■面積：17万3626㎢
■人口：346万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：15,221ドル
■地図：P.108

エストニア
■正式国名：エストニア共和国
 Republic of Estonia

■首都：タリン Tallinn

■面積：4万5227㎢
■人口：131万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：17,782ドル
■地図：P.76

エジプト
■正式国名：エジプト・アラブ共和国
 Arab Republic of Egypt

■首都：カイロ Cairo

■面積：100万2000㎢
■人口：9755万人
■通貨：エジプト・ポンド
■ 1人あたりGDP：2,823ドル
■地図：P.89

エクアドル
■正式国名：エクアドル共和国
 Republic of Ecuador

■首都：キト Quito

■面積：25万7217㎢
■人口：1663万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：5,982ドル
■地図：P.106

エルサルバドル
■正式国名：エルサルバドル共和国
 Republic of El Salvador

■首都：サン・サルバドル San Salvador

■面積：2万1041㎢
■人口：638万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：4,224ドル
■地図：P.102

オーストラリア
■正式国名：オーストラリア連邦
 Commonwealth of Australia

■首都：キャンベラ Canberra

■面積：769万2024㎢
■人口：2445万人
■通貨：オーストラリア・ドル
■ 1人あたりGDP：54,069ドル
■地図：P.110

オーストリア
■正式国名：オーストリア共和国
 Republic of Austria

■首都：ウィーン Wien

■面積：8万3882㎢
■人口：874万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：44,857ドル
■地図：P.83

オマーン
■正式国名：オマーン国
 Sultanate of Oman

■首都：マスカット Masqat

■面積：30万9500㎢
■人口：464万人
■通貨：オマーン・リアル
■ 1人あたりGDP：14,277ドル
■地図：P.70

オランダ
■正式国名：オランダ王国
 Kingdom of the Netherlands

■首都：アムステルダム Amsterdam

■面積：4万1542㎢
■人口：1704万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：45,753ドル
■地図：P.83

ガイアナ
■正式国名：ガイアナ共和国
 Republic of Guyana

■首都：ジョージタウン Georgetown

■面積：21万4969㎢
■人口：78万人
■通貨：ガイアナ・ドル
■ 1人あたりGDP：4,444ドル
■地図：P.106

カザフスタン
■正式国名：カザフスタン共和国
 Republic of Kazakhstan

■首都：アスタナ Astana

■面積：272万4902㎢
■人口：1820万人
■通貨：テンゲ
■ 1人あたりGDP：7,505ドル
■地図：P.74

カタール
■正式国名：カタール国
 State of Qatar

■首都：ドーハ Doha

■面積：1万1607㎢
■人口：264万人
■通貨：カタール・リヤル
■ 1人あたりGDP：59,324ドル
■地図：P.70

ガーナ
■正式国名：ガーナ共和国
 Republic of Ghana

■首都：アクラ Accra

■面積：23万8537㎢
■人口：2883万人
■通貨：ガーナ・セディ
■ 1人あたりGDP：1,517ドル
■地図：P.91

カナダ
■正式国名：カナダ
 Canada

■首都：オタワ Ottawa

■面積：909万3507㎢
■人口：3662万人
■通貨：カナダ・ドル
■ 1人あたりGDP：42,154ドル
■地図：P.94

カーボベルデ
■正式国名：カーボベルデ共和国
 Republic of Cabo Verde

■首都：プライア Praia

■面積：4033㎢
■人口：55万人
■通貨：カーボベルデ・エスクード
■ 1人あたりGDP：3,038ドル
■地図：P.90

ガボン
■正式国名：ガボン共和国
 Gabonese Republic

■首都：リーブルビル Libreville

■面積：26万7668㎢
■人口：203万人
■通貨：CFA（中部アフリカ金融協力体）フラン
■ 1人あたりGDP：7,002ドル
■地図：P.92

カメルーン
■正式国名：カメルーン共和国
 Republic of Cameroon

■首都：ヤウンデ Yaoundé

■面積：47万5650㎢
■人口：2405万人
■通貨：CFA（中部アフリカ金融協力体）フラン
■ 1人あたりGDP：1,374ドル
■地図：P.91

ガンビア
■正式国名：ガンビア共和国
 Republic of The Gambia

■首都：バンジュール Banjul

■面積：1万1295㎢
■人口：210万人
■通貨：ダラシ
■ 1人あたりGDP：484ドル
■地図：P.91

カンボジア
■正式国名：カンボジア王国
 Kingdom of Cambodia

■首都：プノンペン Phnom Penh

■面積：18万1035㎢
■人口：1601万人
■通貨：リエル
■ 1人あたりGDP：1,270ドル
■地図：P.68

ギニア
■正式国名：ギニア共和国
 Republic of Guinea

■首都：コナクリ Conakry

■面積：24万5836㎢
■人口：1272万人
■通貨：ギニア・フラン
■ 1人あたりGDP：684ドル
■地図：P.91

ギニアビサウ
■正式国名：ギニアビサウ共和国  
 Republic of Guinea-Bissau

■首都：ビサウ Bissau

■面積：3万6125㎢
■人口：186万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：618ドル
■地図：P.91

キューバ
■正式国名：キューバ共和国
 Republic of Cuba

■首都：ハバナ Havana

■面積：10万9884㎢
■人口：1149万人
■通貨：キューバ・ペソ
■ 1人あたりGDP：7,815ドル
■地図：P.103

ギリシャ
■正式国名：ギリシャ共和国
 Hellenic Republic

■首都：アテネ Athina

■面積：13万1957㎢
■人口：1116万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：17,230ドル
■地図：P.87

キリバス
■正式国名：キリバス共和国
 Republic of Kiribati

■首都：タラワ Tarawa

■面積：726㎢
■人口：12万人
■通貨：オーストラリア・ドル
■ 1人あたりGDP：1,518ドル
■地図：P.112

キルギス
■正式国名：キルギス共和国
 Kyrgyz Republic

■首都：ビシュケク Bishkek

■面積：19万9949㎢
■人口：605万人
■通貨：ソム
■ 1人あたりGDP：1,100ドル
■地図：P.74

グアテマラ
■正式国名：グアテマラ共和国
 Republic of Guatemala

■首都：グアテマラ・シティ Guatemala City

■面積：10万8889㎢
■人口：1691万人
■通貨：ケツァル
■ 1人あたりGDP：4,147ドル
■地図：P.102

クウェート
■正式国名：クウェート国
 State of Kuwait

■首都：クウェート Kuwait

■面積：1万7818㎢
■人口：414万人
■通貨：クウェート・ディナール
■ 1人あたりGDP：27,229ドル
■地図：P.72

クック諸島
■正式国名：クック諸島
 Cook Islands

■首都：アバルア Avarua

■面積：236㎢
■人口：2万人
■通貨：ニュージーランド・ドル
■ 1人あたりGDP：16,698ドル
■地図：P.112

エチオピア
■正式国名：エチオピア連邦民主共和国

Federal Democratic Republic of Ethiopia

■首都：アディス・アベバ Adis Abeba

■面積：110万4300㎢
■人口：1億495万人
■通貨：ブル
■ 1人あたりGDP：687ドル
■地図：P.92

■正式国名：ウズベキスタン共和国
 Republic of Uzbekistan

■首都：タシケント Tashkent

■面積：44万8969㎢
■人口：3191万人
■通貨：スム
■ 1人あたりGDP：2,155ドル
■地図：P.74

キプロス
■正式国名：キプロス共和国
 Republic of Cyprus

■首都：ニコシア Nicosia

■面積：9251㎢
■人口：118万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：23,631ドル
■地図：P.72

エリトリア
■正式国名：エリトリア国
 State of Eritrea

■首都：アスマラ Asmara

■面積：11万7600㎢
■人口：507万人
■通貨：ナクファ
■ 1人あたりGDP：1,093ドル
■地図：P.92

エスワティニ（スワジランド）
■正式国名：エスワティニ王国
 Kingdom of Eswatini

■首都：ムババーネ Mbabane

■面積：1万7363㎢
■人口：137万人
■通貨：リランゲーニ
■ 1人あたりGDP：2,983ドル
■地図：P.93
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セーシェル
■正式国名：セーシェル共和国
 Republic of Seychelles

■首都：ビクトリア Victoria

■面積：457㎢
■人口：10万人
■通貨：セーシェル・ルピー
■ 1人あたりGDP：15,217ドル
■地図：P.90

赤道ギニア
■正式国名：赤道ギニア共和国
 Republic of Equatorial Guinea

■首都：マラボ Malabo

■面積：2万8051㎢
■人口：127万人
■通貨：CFA（中部アフリカ金融協力体）フラン
■ 1人あたりGDP：8,742ドル
■地図：P.91

セネガル
■正式国名：セネガル共和国
 Republic of Senegal

■首都：ダカール Dakar

■面積：19万6712㎢
■人口：1585万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：948ドル
■地図：P.91

セントビンセント・グレナディーン諸島
■正式国名：セントビンセント・グレナディーン諸島
 Saint Vincent and the Grenadines

■首都：キングスタウン Kingstown

■面積：389㎢
■人口：11万人
■通貨：東カリブ・ドル
■ 1人あたりGDP：6,980ドル
■地図：P.103

セントキッツ・ネービス
■正式国名：セントキッツ（セントクリストファー）・ネービス

Saint Kitts（Saint Christopher）and Nevis

■首都：バセテール Basseterre

■面積：261㎢
■人口：6万人
■通貨：東カリブ・ドル
■ 1人あたりGDP：16,597ドル
■地図：P.103

セルビア
■正式国名：セルビア共和国
 Republic of Serbia

■首都：ベオグラード Beograd

■面積：8万8499㎢
■人口：879万人
■通貨：ディナール
■ 1人あたりGDP：5,426ドル
■地図：P.85

セントルシア
■正式国名：セントルシア
 Saint Lucia

■首都：カストリーズ Castries

■面積：539㎢
■人口：18万人
■通貨：東カリブ・ドル
■ 1人あたりGDP：7,848ドル
■地図：P.103

タイ
■正式国名：タイ王国
 Kingdom of Thailand

■首都：バンコク Bangkok

■面積：51万3120㎢
■人口：6904万人
■通貨：バーツ
■ 1人あたりGDP：5,911ドル
■地図：P.68

ソロモン諸島
■正式国名：ソロモン諸島
 Solomon Islands

■首都：ホニアラ Honiara

■面積：2万8896㎢
■人口：61万人
■通貨：ソロモン・ドル
■ 1人あたりGDP：1,892ドル
■地図：P.111

ソマリア
■正式国名：ソマリア連邦共和国
 Federal Republic of Somalia

■首都：モガディシュ Mogadishu

■面積：63万7657㎢
■人口：1474万人
■通貨：ソマリア・シリング
■ 1人あたりGDP：92ドル
■地図：P.92

クロアチア
■正式国名：クロアチア共和国
 Republic of Croatia

■首都：ザグレブ Zagreb

■面積：5万6594㎢
■人口：419万人
■通貨：クーナ
■ 1人あたりGDP：12,159ドル
■地図：P.86

ケニア
■正式国名：ケニア共和国
 Republic of Kenya

■首都：ナイロビ Nairobi

■面積：59万1958㎢
■人口：4970万人
■通貨：ケニア・シリング
■ 1人あたりGDP：1,455ドル
■地図：P.92

コスタリカ
■正式国名：コスタリカ共和国
 Republic of Costa Rica

■首都：サン・ホセ San José

■面積：5万1100㎢
■人口：491万人
■通貨：コロン
■ 1人あたりGDP：11,825ドル
■地図：P.103

コソボ
■正式国名：コソボ共和国
 Republic of Kosovo

■首都：プリシュティナ Priština

■面積：1万887㎢
■人口：187万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：3,811ドル
■地図：P.85

コートジボワール
■正式国名：コートジボワール共和国
 Republic of Cote d’Ivoire

■首都：ヤムスクロ Yamoussoukro

■面積：32万2462㎢
■人口：2430万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：1,552ドル
■地図：P.91

コモロ
■正式国名：コモロ連合
 Union of Comoros

■首都：モロニ Moroni

■面積：2235㎢
■人口：81万人
■通貨：コモロ・フラン
■ 1人あたりGDP：1,445ドル
■地図：P.93

コロンビア
■正式国名：コロンビア共和国
 Republic of Colombia

■首都：ボゴタ Bogotá

■面積：114万1748㎢
■人口：4907万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：5,806ドル
■地図：P.106

コンゴ共和国
■正式国名：コンゴ共和国
 Republic of Congo

■首都：ブラザビル Brazzaville

■面積：34万2000㎢
■人口：526万人
■通貨：CFA（中部アフリカ金融協力体）フラン
■ 1人あたりGDP：1,517ドル
■地図：P.92

サウジアラビア
■正式国名：サウジアラビア王国
 Kingdom of Saudi Arabia

■首都：リヤド Riyadh

■面積：220万6714㎢
■人口：3294万人
■通貨：サウジアラビア・リヤル
■ 1人あたりGDP：19,817ドル
■地図：P.70

サモア
■正式国名：サモア独立国
 Independent State of Samoa

■首都：アピア Apia

■面積：2842㎢
■人口：20万人
■通貨：サモア・タラ
■ 1人あたりGDP：4,214ドル
■地図：P.112

サントメ・プリンシペ
■正式国名：サントメ・プリンシペ民主共和国
Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

■首都：サントメ São Tomé

■面積：964㎢
■人口：20万人
■通貨：ドブラ
■ 1人あたりGDP：1,715ドル
■地図：P.92

ザンビア
■正式国名：ザンビア共和国
 Republic of Zambia

■首都：ルサカ Lusaka

■面積：75万2612㎢
■人口：1710万人
■通貨：ザンビア・クワチャ
■ 1人あたりGDP：1,270ドル
■地図：P.93

シエラレオネ
■正式国名：シエラレオネ共和国
 Republic of Sierra Leone

■首都：フリータウン Freetown

■面積：7万2300㎢
■人口：756万人
■通貨：レオン
■ 1人あたりGDP：497ドル
■地図：P.91

ジブチ
■正式国名：ジブチ共和国
 Republic of Djibouti

■首都：ジブチ Djibouti

■面積：2万3200㎢
■人口：96万人
■通貨：ジブチ・フラン
■ 1人あたりGDP：2,007ドル
■地図：P.92

ジャマイカ
■正式国名：ジャマイカ
 Jamaica

■首都：キングストン Kingston

■面積：1万991㎢
■人口：289万人
■通貨：ジャマイカ・ドル
■ 1人あたりGDP：4,879ドル
■地図：P.103

シリア
■正式国名：シリア・アラブ共和国
 Syrian Arab Republic

■首都：ダマスカス Damascus

■面積：18万5180㎢
■人口：1827万人
■通貨：シリア・ポンド
■ 1人あたりGDP：1,203ドル
■地図：P.72

シンガポール
■正式国名：シンガポール共和国
 Republic of Singapore

■首都：シンガポール Singapore

■面積：719㎢
■人口：571万人
■通貨：シンガポール・ドル
■ 1人あたりGDP：52,814ドル
■地図：P.68

ジンバブエ
■正式国名：ジンバブエ共和国
 Republic of Zimbabwe

■首都：ハラレ Harare

■面積：39万757㎢
■人口：1653万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：998ドル
■地図：P.93

スイス
■正式国名：スイス連邦
 Swiss Confederation

■首都：ベルン Bern

■面積：4万1291㎢
■人口：848万人
■通貨：スイス・フラン
■ 1人あたりGDP：79,609ドル
■地図：P.83

スウェーデン
■正式国名：スウェーデン王国
 Kingdom of Sweden

■首都：ストックホルム Stockholm

■面積：43万8574㎢
■人口：991万人
■通貨：クローナ
■ 1人あたりGDP：52,297ドル
■地図：P.81

スーダン
■正式国名：スーダン共和国
 The Republic of the Sudan

■首都：ハルツーム Khartoum

■面積：188万1000㎢
■人口：4053万人
■通貨：スーダン・ポンド
■ 1人あたりGDP：2,094ドル
■地図：P.92

スリナム
■正式国名：スリナム共和国
 Republic of Suriname

■首都：パラマリボ Paramaribo

■面積：16万3820㎢
■人口：56万人
■通貨：スリナム・ドル
■ 1人あたりGDP：5,871ドル
■地図：P.107

スペイン
■正式国名：スペイン王国
 Kingdom of Spain

■首都：マドリード Madrid

■面積：50万5944㎢
■人口：4635万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：26,695ドル
■地図：P.88

スリランカ
■正式国名：スリランカ民主社会主義共和国

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

■首都： スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ
  Sri Jayewardenepura Kotte

■面積：6万5610㎢
■人口：2088万人
■通貨：ルピー
■ 1人あたりGDP：3,910ドル
■地図：P.71

スロバキア
■正式国名：スロバキア共和国
 Slovak Republic

■首都：ブラチスラバ Bratislava

■面積：4万9035㎢
■人口：545万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：16,489ドル
■地図：P.84

スロベニア
■正式国名：スロベニア共和国
 Republic of Slovenia

■首都：リュブリャナ Ljubljana

■面積：2万273㎢
■人口：208万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：21,517ドル
■地図：P.86

ジョージア
■正式国名：ジョージア
 Georgia

■首都：トビリシ Tbilisi

■面積：6万9700㎢
■人口：391万人
■通貨：ラリ
■ 1人あたりGDP：3,651ドル
■地図：P.77

コンゴ民主共和国
■正式国名：コンゴ民主共和国

Democratic Republic of the Congo

■首都：キンシャサ Kinshasa

■面積：234万4858㎢
■人口：8134万人
■通貨：コンゴ・フラン
■ 1人あたりGDP：512ドル
■地図：P.92

サンマリノ
■正式国名：サンマリノ共和国
 Republic of San Marino

■首都：サン・マリノ San Marino

■面積：61㎢
■人口：3万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：47,910ドル
■地図：P.86

グレナダ
■正式国名：グレナダ
 Grenada

■首都：セント・ジョージズ Saint George’s
■面積：345㎢
■人口：11万人
■通貨：東カリブ・ドル
■ 1人あたりGDP：9,469ドル
■地図：P.103
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チャド

ナイジェリア大韓民国（韓国）

■正式国名：チャド共和国
 Republic of Chad

■首都：ンジャメナ N’Djamena

■面積：128万4000㎢
■人口：1490万人
■通貨：CFA（中部アフリカ金融協力体）フラン
■ 1人あたりGDP：780ドル
■地図：P.91

■正式国名：ナイジェリア連邦共和国
 Federal Republic of Nigeria

■首都：アブジャ Abuja

■面積：92万3768㎢
■人口：1億9089万人
■通貨：ナイラ
■ 1人あたりGDP：2,176ドル
■地図：P.91

■正式国名：大韓民国
 Republic of Korea

■首都：ソウル Sŏul

■面積：10万339㎢
■人口：5098万人
■通貨：ウォン
■ 1人あたりGDP：27,785ドル
■地図：P.66

チュニジア

チェコ

■正式国名：チュニジア共和国
 Republic of Tunisia

■首都：チュニス Tunis

■面積：16万3610㎢
■人口：1153万人
■通貨：チュニジア・ディナール
■ 1人あたりGDP：3,657ドル
■地図：P.88

■正式国名：チェコ共和国
 Czech Republic

■首都：プラハ Praha

■面積：7万8870㎢
■人口：1062万人
■通貨：チェコ・コルナ
■ 1人あたりGDP：18,406ドル
■地図：P.83,84

中華人民共和国（中国）

ナミビアタンザニア

■正式国名：中華人民共和国
 People’s Republic of China

■首都：北京 Beijing

■面積：960万㎢
■人口：14億952万人
■通貨：人民元
■ 1人あたりGDP：7,993ドル
■地図：P.64

■正式国名：ナミビア共和国
 Republic of Namibia

■首都：ウィントフック Windhoek

■面積：82万4116㎢
■人口：253万人
■通貨：ナミビア・ドル
■ 1人あたりGDP：4,415ドル
■地図：P.93

■正式国名：タンザニア連合共和国
 United Republic of Tanzania

■首都：ドドマ Dodoma

■面積：94万7303㎢
■人口：5731万人
■通貨：タンザニア・シリング
■ 1人あたりGDP：881ドル
■地図：P.92

中央アフリカ共和国

ナウルタジキスタン

■正式国名：中央アフリカ共和国
 Central African Republic

■首都：バンギ Bangui

■面積：62万2984㎢
■人口：466万人
■通貨：CFA（中部アフリカ金融協力体）フラン
■ 1人あたりGDP：394ドル
■地図：P.91

■正式国名：ナウル共和国
 Republic of Nauru

■首都：ヤレン Yaren

■面積：21㎢
■人口：1万人
■通貨：オーストラリア・ドル
■ 1人あたりGDP：9,119ドル
■地図：P.112

■正式国名：タジキスタン共和国
 Republic of Tajikistan

■首都：ドゥシャンベ Dushanbe

■面積：14万2600㎢
■人口：892万人
■通貨：ソモニ
■ 1人あたりGDP：796ドル
■地図：P.71

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
■正式国名：朝鮮民主主義人民共和国

Democratic People’s Republic of Korea

■首都：平壌 P‘yŏngyang

■面積：12万538㎢
■人口：2549万人
■通貨：ウォン
■ 1人あたりGDP：665ドル
■地図：P.66

デンマーク
■正式国名：デンマーク王国
 Kingdom of Denmark

■首都：コペンハーゲン Copenhagen

■面積：4万2921㎢
■人口：573万人
■通貨：デンマーク・クローネ
■ 1人あたりGDP：53,730ドル
■地図：P.83

ツバル
■正式国名：ツバル
 Tuvalu

■首都：フナフティ Funafuti

■面積：26㎢
■人口：1万人
■通貨：オーストラリア・ドル
■ 1人あたりGDP：3,307ドル
■地図：P.111

チリ
■正式国名：チリ共和国
 Republic of Chile

■首都：サンティアゴ Santiago

■面積：75万6102㎢
■人口：1806万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：13,794ドル
■地図：P.108

ドイツ
■正式国名：ドイツ連邦共和国
 Federal Republic of Germany

■首都：ベルリン Berlin

■面積：35万7386㎢
■人口：8211万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：42,456ドル
■地図：P.83

ドミニカ国
■正式国名：ドミニカ国
 Commonwealth of Dominica

■首都：ロゾー Roseau

■面積：750㎢
■人口：7万人
■通貨：東カリブ・ドル
■ 1人あたりGDP：7,907ドル
■地図：P.103

ドミニカ共和国
■正式国名：ドミニカ共和国
 Dominican Republic

■首都：サント・ドミンゴ Santo Domingo

■面積：4万8671㎢
■人口：1077万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：6,722ドル
■地図：P.103

トーゴ
■正式国名：トーゴ共和国
 Republic of Togo

■首都：ロメ Lomé

■面積：5万6785㎢
■人口：780万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：585ドル
■地図：P.91

トリニダード・トバゴ
■正式国名：トリニダード・トバゴ共和国

Republic of Trinidad and Tobago

■首都：ポート・オブ・スペイン Port of Spain

■面積：5127㎢
■人口：137万人
■通貨：トリニダード・トバゴ・ドル
■ 1人あたりGDP：17,646ドル
■地図：P.103

トンガ
■正式国名：トンガ王国
 Kingdom of Tonga

■首都：ヌクアロファ Nuku’alofa

■面積：747㎢
■人口：11万人
■通貨：パ・アンガ
■ 1人あたりGDP：3,748ドル
■地図：P.111

トルコ
■正式国名：トルコ共和国
 Republic of Turkey

■首都：アンカラ Ankara

■面積：78万4㎢
■人口：8075万人
■通貨：トルコ・リラ
■ 1人あたりGDP：10,863ドル
■地図：P.72

トルクメニスタン
■正式国名：トルクメニスタン
 Turkmenistan

■首都：アシガバット Ashgabat

■面積：48万8100㎢
■人口：576万人
■通貨：マナト
■ 1人あたりGDP：6,389ドル
■地図：P.74

ニウエ
■正式国名：ニウエ
 Niue

■首都：アロフィ Alofi

■面積：260㎢
■人口：0.2万人
■通貨：ニュージーランド・ドル
■ 1人あたりGDP：資料なし
■地図：P.112

ニジェール
■正式国名：ニジェール共和国
 Republic of Niger

■首都：ニアメ Niamey

■面積：126万7000㎢
■人口：2148万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：364ドル
■地図：P.91

ニュージーランド
■正式国名：ニュージーランド
 New Zealand

■首都：ウェリントン Wellington

■面積：26万8107㎢
■人口：471万人
■通貨：ニュージーランド・ドル
■ 1人あたりGDP：40,233ドル
■地図：P.111

日本
■正式国名：日本国
 Japan

■首都：東京 Tōkyō

■面積：37万7972㎢
■人口：1億2670万人
■通貨：円
■ 1人あたりGDP：38,640ドル
■地図：P.62

ネパール
■正式国名：ネパール連邦民主共和国

Federal Democratic Republic of Nepal

■首都：カトマンズ Kathmandu

■面積：14万7181㎢
■人口：2931万人
■通貨：ネパール・ルピー
■ 1人あたりGDP：722ドル
■地図：P.73

ノルウェー
■正式国名：ノルウェー王国
 Kingdom of Norway

■首都：オスロ Oslo

■面積：32万3772㎢
■人口：531万人
■通貨：ノルウェー・クローネ
■ 1人あたりGDP：70,617ドル
■地図：P.81

パキスタン
■正式国名：パキスタン・イスラム共和国
 Islamic Republic of Pakistan

■首都：イスラマバード Islamabad

■面積：79万6095㎢
■人口：1億9702万人
■通貨：パキスタン・ルピー
■ 1人あたりGDP：1,462ドル
■地図：P.71

ハイチ
■正式国名：ハイチ共和国
 Republic of Haiti

■首都：ポルトー・プランス Port-au-Prince

■面積：2万7750㎢
■人口：1098万人
■通貨：グルド
■ 1人あたりGDP：705ドル
■地図：P.103

バチカン
■正式国名：バチカン市国
 State of the City of Vatican

■首都：バチカン Vatican

■面積：0.44㎢
■人口：0.1万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：資料なし
■地図：P.86

パナマ
■正式国名：パナマ共和国
 Republic of Panama

■首都：パナマ・シティ Panama City

■面積：7万5320㎢
■人口：410万人
■通貨：バルボア
■ 1人あたりGDP：13,680ドル
■地図：P.103

バハマ
■正式国名：バハマ国

Commonwealth of The Bahamas

■首都：ナッソー Nassau

■面積：1万3940㎢
■人口：40万人
■通貨：バハマ・ドル
■ 1人あたりGDP：28,785ドル
■地図：P.103

バヌアツ
■正式国名：バヌアツ共和国
 Republic of Vanuatu

■首都：ポート・ビラ Port Vila

■面積：1万2189㎢
■人口：28万人
■通貨：バツ
■ 1人あたりGDP：3,097ドル
■地図：P.111

パプア・ニューギニア
■正式国名：パプア・ニューギニア独立国

Independent State of Papua New Guinea

■首都：ポート・モレスビー Port Moresby

■面積：46万2840㎢
■人口：825万人
■通貨：キナ
■ 1人あたりGDP：2,436ドル
■地図：P.110

パラオ
■正式国名：パラオ共和国
 Republic of Palau

■首都：マルキョク Melekeok

■面積：459㎢
■人口：2万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：14,428ドル
■地図：P.69

バルバドス
■正式国名：バルバドス
 Barbados

■首都：ブリッジタウン Bridgetown

■面積：431㎢
■人口：29万人
■通貨：バルバドス・ドル
■ 1人あたりGDP：15,975ドル
■地図：P.103

パラグアイ
■正式国名：パラグアイ共和国
 Republic of Paraguay

■首都：アスンシオン Asunción

■面積：40万6752㎢
■人口：681万人
■通貨：グアラニー
■ 1人あたりGDP：4,039ドル
■地図：P.108

ニカラグア
■正式国名：ニカラグア共和国
 Republic of Nicaragua

■首都：マナグア Managua

■面積：13万373㎢
■人口：622万人
■通貨：コルドバ
■ 1人あたりGDP：2,151ドル
■地図：P.103
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ハンガリー
■正式国名：ハンガリー
 Hungary

■首都：ブダペスト Budapest

■面積：9万3022㎢
■人口：972万人
■通貨：フォリント
■ 1人あたりGDP：12,900ドル
■地図：P.85

東ティモール
■正式国名：東ティモール民主共和国

The Democratic Republic of Timor-Leste

■首都：ディリ Dili

■面積：1万4919㎢
■人口：130万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：2,131ドル
■地図：P.69

バングラデシュ
■正式国名：バングラデシュ人民共和国

People’s Republic of Bangladesh

■首都：ダッカ Dhaka

■面積：14万7570㎢
■人口：1億6467万人
■通貨：タカ
■ 1人あたりGDP：1,355ドル
■地図：P.73

フィジー
■正式国名：フィジー共和国
 Republic of Fiji

■首都：スバ Suva

■面積：1万8272㎢
■人口：91万人
■通貨：フィジー・ドル
■ 1人あたりGDP：5,197ドル
■地図：P.111

フィリピン
■正式国名：フィリピン共和国
 Republic of the Philippines

■首都：マニラ Manila

■面積：30万㎢
■人口：1億492万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：2,951ドル
■地図：P.69

ブータン
■正式国名：ブータン王国
 Kingdom of Bhutan

■首都：ティンプー Thimphu

■面積：3万8394㎢
■人口：81万人
■通貨：ニュルタム
■ 1人あたりGDP：2,774ドル
■地図：P.73

フィンランド
■正式国名：フィンランド共和国
 Republic of Finland

■首都：ヘルシンキ Helsinki

■面積：33万6861㎢
■人口：552万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：43,339ドル
■地図：P.81

ブラジル
■正式国名：ブラジル連邦共和国
 Federative Republic of Brazil

■首都：ブラジリア Brasilia

■面積：851万5767㎢
■人口：2億929万人
■通貨：レアル
■ 1人あたりGDP：8,649ドル
■地図：P.107

フランス
■正式国名：フランス共和国
 French Republic

■首都：パリ Paris

■面積：55万1500㎢
■人口：6498万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：36,826ドル
■地図：P.82

ブルキナファソ
■正式国名：ブルキナファソ
 Burkina Faso

■首都：ワガドゥグー Ouagadougou

■面積：27万2967㎢
■人口：1919万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：627ドル
■地図：P.91

ブルガリア
■正式国名：ブルガリア共和国
 Republic of Bulgaria

■首都：ソフィア Sofiya

■面積：11万372㎢
■人口：709万人
■通貨：レフ
■ 1人あたりGDP：7,465ドル
■地図：P.85

ブルネイ
■正式国名：ブルネイ・ダルサラーム国
  Brunei Darussalam

■首都：バンダル・スリ・ブガワン
 Bandar Seri Begawan

■面積：5765㎢
■人口：43万人
■通貨：ブルネイ・ドル
■ 1人あたりGDP：26,939ドル
■地図：P.68

ブルンジ
■正式国名：ブルンジ共和国
 Republic of Burundi

■首都：ブジュンブラ Bujumbura

■面積：2万7874㎢
■人口：1086万人
■通貨：ブルンジ・フラン
■ 1人あたりGDP：273ドル
■地図：P.92

ベナン
■正式国名：ベナン共和国
 Republic of Benin

■首都：ポルト・ノボ Porto Novo

■面積：11万4763㎢
■人口：1118万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：818ドル
■地図：P.91

ベトナム
■正式国名：ベトナム社会主義共和国
 Socialist Republic of Viet Nam

■首都：ハノイ Hanoi

■面積：33万967㎢
■人口：9554万人
■通貨：ドン
■ 1人あたりGDP：2,171ドル
■地図：P.68

ベネズエラ
■正式国名：ベネズエラ・ボリバル共和国

Bolivarian Republic of Venezuela

■首都：カラカス Caracas

■面積：91万2050㎢
■人口：3198万人
■通貨：ボリバル・フエルテ
■ 1人あたりGDP：9,230ドル
■地図：P.106

ボリビア
■正式国名：ボリビア多民族国
 Plurinational State of Bolivia

■首都：ラ・パス La Paz

■面積：109万8581㎢
■人口：1105万人
■通貨：ボリビアノ
■ 1人あたりGDP：3,105ドル
■地図：P.106

ベラルーシ
■正式国名：ベラルーシ共和国
 Republic of Belarus

■首都：ミンスク Minsk

■面積：20万7600㎢
■人口：497万人
■通貨：ベラルーシ・ルーブル
■ 1人あたりGDP：5,001ドル
■地図：P.77

ペルー
■正式国名：ペルー共和国
 Republic of Peru

■首都：リマ Lima

■面積：128万5216㎢
■人口：3217万人
■通貨：ヌエボ・ソル
■ 1人あたりGDP：6,049ドル
■地図：P.106

ベリーズ
■正式国名：ベリーズ
 Belize

■首都：ベルモパン Belmopan

■面積：2万2966㎢
■人口：38万人
■通貨：ベリーズ・ドル
■ 1人あたりGDP：4,745ドル
■地図：P.102

ベルギー
■正式国名：ベルギー王国
 Kingdom of Belgium

■首都：ブリュッセル Bruxelles

■面積：3万528㎢
■人口：1143万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：41,199ドル
■地図：P.82

マーシャル諸島
■正式国名：マーシャル諸島共和国

Republic of the Marshall Islands

■首都：マジュロ Majuro

■面積：181㎢
■人口：5万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：3,449ドル
■地図：P.112

マルタ
■正式国名：マルタ共和国
 Republic of Malta

■首都：バレッタ Valletta

■面積：315㎢
■人口：43万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：25,616ドル
■地図：P.89

南スーダン
■正式国名：南スーダン共和国
 The Republic of South Sudan

■首都：ジュバ Juba

■面積：65万8841㎢
■人口：1258万人
■通貨：南スーダン・ポンド
■ 1人あたりGDP：534ドル
■地図：P.92

ボスニア・ヘルツェゴビナ
■正式国名：ボスニア・ヘルツェゴビナ
 Bosnia and Herzegovina

■首都：サラエボ Sarajevo

■面積：5万1209㎢
■人口：351万人
■通貨：兌換マルク
■ 1人あたりGDP：4,808ドル
■地図：P.85

ポーランド
■正式国名：ポーランド共和国
 Republic of Poland

■首都：ワルシャワ Warszawa

■面積：31万2679㎢
■人口：3817万人
■通貨：ズロチ
■ 1人あたりGDP：12,332ドル
■地図：P.84

ボツワナ
■正式国名：ボツワナ共和国
 Republic of Botswana

■首都：ハボローネ Gaborone

■面積：58万2000㎢
■人口：229万人
■通貨：プラ
■ 1人あたりGDP：6,917ドル
■地図：P.93

ポルトガル
■正式国名：ポルトガル共和国
 Portuguese Republic

■首都：リスボン Lisbon

■面積：9万2226㎢
■人口：1033万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：19,750ドル
■地図：P.88

マケドニア
■正式国名：マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

Former Yugoslav Republic of Macedonia

■首都：スコピエ Skopje

■面積：2万5713㎢
■人口：208万人
■通貨：マケドニア・デナル
■ 1人あたりGDP：5,163ドル
■地図：P.87

ホンジュラス
■正式国名：ホンジュラス共和国
 Republic of Honduras

■首都：テグシガルパ Tegucigalpa

■面積：11万2492㎢
■人口：927万人
■通貨：レンピーラ
■ 1人あたりGDP：2,361ドル
■地図：P.102

マダガスカル
■正式国名：マダガスカル共和国
 Republic of Madagascar

■首都：アンタナナリボ Antananarivo

■面積：58万7295㎢
■人口：2557万人
■通貨：アリアリ
■ 1人あたりGDP：451ドル
■地図：P.93

マリ
■正式国名：マリ共和国
 Republic of Mali

■首都：バマコ Bamako

■面積：124万192㎢
■人口：1854万人
■通貨：CFA（アフリカ金融共同体）フラン
■ 1人あたりGDP：778ドル
■地図：P.91

マラウイ
■正式国名：マラウイ共和国
 Republic of Malawi

■首都：リロングウェ Lilongwe

■面積：11万7726㎢
■人口：1862万人
■通貨：マラウイ・クワチャ
■ 1人あたりGDP：294ドル
■地図：P.93

南アフリカ共和国
■正式国名：南アフリカ共和国
 Republic of South Africa

■首都：プレトリア Pretoria

■面積：122万1037㎢
■人口：5672万人
■通貨：ランド
■ 1人あたりGDP：5,274ドル
■地図：P.93

ミクロネシア連邦
■正式国名：ミクロネシア連邦

Federated States of Micronesia

■首都：パリキール Palikir

■面積：702㎢
■人口：11万人
■通貨：米ドル
■ 1人あたりGDP：3,144ドル
■地図：P.112

マレーシア
■正式国名：マレーシア
 Malaysia

■首都：クアラ・ルンプール Kuala Lumpur

■面積：33万345㎢
■人口：3162万人
■通貨：リンギット
■ 1人あたりGDP：9,508ドル
■地図：P.68

ミャンマー
■正式国名：ミャンマー連邦共和国

Republic of the Union of Myanmar

■首都：ネーピードー Nay Pyi Taw

■面積：67万6553㎢
■人口：5337万人
■通貨：チャット
■ 1人あたりGDP：1,242ドル
■地図：P.68

モザンビーク
■正式国名：モザンビーク共和国
 Republic of Mozambique

■首都：マプト Maputo

■面積：79万9380㎢
■人口：2967万人
■通貨：メティカル
■ 1人あたりGDP：379ドル
■地図：P.93

メキシコ
■正式国名：メキシコ合衆国
 United Mexican States

■首都：メキシコ・シティ Mexico City

■面積：196万4375㎢
■人口：1億2916万人
■通貨：ペソ
■ 1人あたりGDP：8,444ドル
■地図：P.102

バーレーン
■正式国名：バーレーン王国
 Kingdom of Bahrain

■首都：マナーマ Manāma

■面積：778㎢
■人口：149万人
■通貨：バーレーン・ディナール
■ 1人あたりGDP：22,579ドル
■地図：P.70
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モーリシャス
■正式国名：モーリシャス共和国
 Republic of Mauritius

■首都：ポート・ルイス Port Louis

■面積：1979㎢
■人口：127万人
■通貨：モーリシャス・ルピー
■ 1人あたりGDP：9,679ドル
■地図：P.91

モルディブ
■正式国名：モルディブ共和国
 Republic of Maldives

■首都：マレ Male

■面積：300㎢
■人口：44万人
■通貨：ルフィア
■ 1人あたりGDP：9,875ドル
■地図：P.71

モーリタニア
■正式国名：モーリタニア・イスラム共和国
 Islamic Republic of Mauritania

■首都：ヌアクショット Nouakchott

■面積：103万700㎢
■人口：442万人
■通貨：ウギア
■ 1人あたりGDP：1,085ドル
■地図：P.92

モルドバ
■正式国名：モルドバ共和国
 Republic of Moldova

■首都：キシナウ Chişinău

■面積：3万3846㎢
■人口：405万人
■通貨：レイ
■ 1人あたりGDP：1,668ドル
■地図：P.84

モロッコ
■正式国名：モロッコ王国
 Kingdom of Morocco

■首都：ラバト Rabat

■面積：44万6550㎢
■人口：3574万人
■通貨：モロッコ・ディルハム
■ 1人あたりGDP：2,937ドル
■地図：P.88

モンテネグロ
■正式国名：モンテネグロ
 Montenegro

■首都：ポドゴリツァ Podgorica

■面積：1万3812㎢
■人口：63万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：6,958ドル
■地図：P.85

モンゴル
■正式国名：モンゴル国
 Mongolia

■首都：ウランバートル Ulaanbaatar

■面積：156万4116㎢
■人口：308万人
■通貨：トグログ
■ 1人あたりGDP：3,686ドル
■地図：P.64

ヨルダン
■正式国名：ヨルダン・ハシェミット王国
 Hashemite Kingdom of Jordan

■首都：アンマン ‘Ammān

■面積：8万9318㎢
■人口：970万人
■通貨：ヨルダン・ディナール
■ 1人あたりGDP：4,088ドル
■地図：P.72

ラオス
■正式国名：ラオス人民民主共和国

Lao People’s Democratic Republic

■首都：ビエンチャン Vientiane

■面積：23万6800㎢
■人口：686万人
■通貨：キープ
■ 1人あたりGDP：2,339ドル
■地図：P.68

ラトビア
■正式国名：ラトビア共和国
 Republic of Latvia

■首都：リガ Riga

■面積：6万4573㎢
■人口：195万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：13,993ドル
■地図：P.76

リビア
■正式国名：リビア
 Libya

■首都：トリポリ Tripoli

■面積：167万6198㎢
■人口：638万人
■通貨：リビアン・ディナール
■ 1人あたりGDP：6,826ドル
■地図：P.89

リヒテンシュタイン
■正式国名：リヒテンシュタイン公国
 Principality of Liechtenstein

■首都：ファドーツ Vaduz

■面積：160㎢
■人口：4万人
■通貨：スイス・フラン
■ 1人あたりGDP：164,437ドル
■地図：P.83

リベリア
■正式国名：リベリア共和国
 Republic of Liberia

■首都：モンロビア Monrovia

■面積：11万1369㎢
■人口：473万人
■通貨：リベリア・ドル
■ 1人あたりGDP：598ドル
■地図：P.91

ルクセンブルク
■正式国名：ルクセンブルク大公国
 Grand Duchy of Luxembourg

■首都：ルクセンブルク Luxembourg

■面積：2586㎢
■人口：58万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：101,835ドル
■地図：P.83

ルーマニア
■正式国名：ルーマニア
 Romania

■首都：ブカレスト Bucharest

■面積：23万8391㎢
■人口：1968万人
■通貨：レイ
■ 1人あたりGDP：9,439ドル
■地図：P.85

ルワンダ
■正式国名：ルワンダ共和国
 Republic of Rwanda

■首都：キガリ Kigali

■面積：2万6338㎢
■人口：1221万人
■通貨：ルワンダ・フラン
■ 1人あたりGDP：711ドル
■地図：P.92

レバノン
■正式国名：レバノン共和国
 Republic of Lebanon

■首都：ベイルート Beirut

■面積：1万452㎢
■人口：608万人
■通貨：レバノン・ポンド
■ 1人あたりGDP：8,400ドル
■地図：P.72

レソト
■正式国名：レソト王国
 Kingdom of Lesotho

■首都：マセル Maseru

■面積：3万355㎢
■人口：223万人
■通貨：ロチ
■ 1人あたりGDP：1,017ドル
■地図：P.93

ロシア連邦
■正式国名：ロシア連邦
 Russian Federation

■首都：モスクワ Moskva

■面積：1709万8246㎢
■人口：1億4399万人
■通貨：ルーブル
■ 1人あたりGDP：8,655ドル
■地図：P.74

アメリカ領サモア
■地域名：アメリカ領サモア
 American Samoa

■領土名：アメリカ
■面積：199㎢
■人口：6万人
■政庁所在地：ファガトゴ Fagatogo

■通貨：米ドル
■地図：P.112 F4

アルバ島
■地域名：アルバ
 Aruba

■領土名：オランダ
■面積：180㎢
■人口：11万人
■政庁所在地：オラニェスタット Oranjestad

■通貨：アルバ・フローリン
■地図：P.103 K6

アメリカ領バージン諸島
■地域名：アメリカ領バージン諸島
 United States Virgin Islands

■領土名：アメリカ
■面積：347㎢
■人口：11万人
■政庁所在地：シャーロット・アマリエ Charlotte Amalie

■通貨：米ドル
■地図：P.103 M5

イギリス領バージン諸島
■地域名：イギリス領バージン諸島
 British Virgin Islands

■領土名：イギリス
■面積：151㎢
■人口：3万人
■政庁所在地：ロードタウン RoadTown

■通貨：米ドル
■地図：P.103 M5

グアム島
■地域名：グアム
 Guam

■領土名：アメリカ
■面積：549㎢
■人口：16万人
■政庁所在地：ハガッニャ Hag̊atña

■通貨：米ドル
■地図：P.63 F10

ケイマン諸島
■地域名：ケイマン諸島
 Cayman Islands

■領土名：イギリス
■面積：264㎢
■人口：6万人
■政庁所在地：ジョージ・タウン George Town

■通貨：ケイマン諸島ドル
■地図：P.103 H5

台湾
■地域名：台湾
 

■面積：3万6193㎢
■人口：2363万人
■政庁所在地：台北
■通貨：新台湾ドル
■地図：P.67 E6

バミューダ諸島
■地域名：バミューダ
 Bermuda

■領土名：イギリス
■面積：53㎢
■人口：6万人
■政庁所在地：ハミルトン Hamilton

■通貨：バミューダ・ドル
■地図：P.103 M2

パレスチナ
■地域名：パレスチナ
 Palestine

■面積：6020㎢
■人口：492万人
■政庁所在地：ラマッラ Ramallah

■通貨：自国通貨なし
■地図：P.72 B3,C3

プエルト・リコ
■地域名：プエルト・リコ
 Puerto Rico

■領土名：アメリカ
■面積：8868㎢
■人口：366万人
■政庁所在地：サン・フアン San Juan

■通貨：米ドル
■地図：P.103 L5

香港
■地域名：香港
 中国の特別行政区
■面積：1106㎢
■人口：737万人
■政庁所在地：ー
■通貨：香港ドル
■地図：P.67 C6

国際オリンピック委員会（IOC）に加盟の11地域を掲載しています。
旗は縦横の長さを各国が定めた比率で掲載しています。地域名の欧文表記は英語による名称です。
領土名は領有ないし、保護などの関係にある国を示します。
項目の「地図」は本書で掲載されているページを表します。
配列は五十音順で掲載しています。

出典
面積：Demographic Yearbook 2016、The Statesman's Yearbook 2019など
人口：World Population Prospects 2017、The Statesman's Yearbook 2019など
通貨：地理統計要覧2019年版など

その他の主な地域・1

モナコ
■正式国名：モナコ公国
 Principality of Monaco

■首都：モナコ Monaco

■面積：2㎢
■人口：4万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：168,004ドル
■地図：P.86

リトアニア
■正式国名：リトアニア共和国
 Republic of Lithuania

■首都：ビリニュス Vilnius

■面積：6万5286㎢
■人口：289万人
■通貨：ユーロ
■ 1人あたりGDP：14,707ドル
■地図：P.76
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■地域名：アングイラ
 Anguilla

■領土名：イギリス
■面積：91㎢
■人口：2万人
■政庁所在地：バレー  Valley
■通貨：東カリブ・ドル
■地図：P.103 M5

世界に点在する領有ないし、保護などの関係にある主な27地域を掲載しています。
地域名の欧文表記は英語による名称です。領土名は領有ないし、保護などの関係にある国を示します。
項目の「地図」は本書で掲載されているページを表します。配列は五十音順で掲載しています。

出典
面積：Demographic Yearbook 2016、The Statesman's Yearbook 2019など
人口：World Population Prospects 2017、The Statesman's Yearbook 2019など
通貨：地理統計要覧2019年版など

＊1 イギリスが統治。ただし、スペインも一部領有を主張。
＊2 現在モロッコが領有を主張し統治しているが、
現地民族解放戦線は同地域の独立を宣言している。

＊3 イギリス、アルゼンチンが領有権を主張。

その他の主な地域・2

ジブラルタル
■地域名：ジブラルタル
 Gibraltar

■領土名：＊1
■面積：6㎢
■人口：3万人
■政庁所在地：―
■通貨：ジブラルタル・ポンド
■地図：P.88 A4

北マリアナ諸島
■地域名：北マリアナ諸島
 Northern Mariana Islands

■領土名：アメリカ
■面積：457㎢
■人口：6万人
■政庁所在地：サイパン島（ススペ Susupe）
■通貨：米ドル
■地図：P.63 F9

アセンション島
■地域名：セント・ヘレナ＝アセンション及び
 トリスタン・ダ・クーニャ

StHelena,Ascension and Tristan da Cunha

■領土名：イギリス
■面積：88㎢
■人口：0.1万人
■政庁所在地：ジョージタウン Georgetown
■通貨：セントヘレナ・ポンド
■地図：P.58 B7

トケラウ諸島
■地域名：トケラウ
 Tokelau

■領土名：ニュージーランド
■面積：12㎢
■人口：0.1万人
■政庁所在地：―
■通貨：ニュージーランド・ドル
■地図：P.112 F3

ジャージー島
■地域名：ジャージー
 Jersey

■領土名：イギリス
■面積：116㎢
■人口：10万人
■政庁所在地：セント・ヘリア St. Helier
■通貨：ジャージー・ポンド
■地図：P.82 C5

グアドループ島
■地域名：グアドループ
 Guadeloupe

■領土名：フランス
■面積：1705㎢
■人口：45万人
■政庁所在地：バス・テール Basse Terre
■通貨：ユーロ
■地図：P.103 M5

アングイラ島

トリスタン・ダ・クーニャ島
■地域名：セント・ヘレナ＝アセンション及び
 トリスタン・ダ・クーニャ

StHelena,Ascension and Tristan da Cunha

■領土名：イギリス
■面積：98㎢
■人口：300人
■政庁所在地：エディンバラ Edinburgh
■通貨：セントヘレナ・ポンド
■地図：P.58 B9

スバールバル諸島
■地域名：スバールバル
 Svalbard

■領土名：ノルウェー
■面積：6万2422㎢
■人口：0.2万人
■政庁所在地：ロングイールビュエン Longyearbyen
■通貨：ノルウェー・クローネ
■地図：P.74 E2

グリーンランド
■地域名：グリーンランド
 Greenland

■領土名：デンマーク
■面積：216万6086㎢
■人口：6万人
■政庁所在地：ヌーク Nuuk
■通貨：デンマーク・クローネ
■地図：P.94 Q2

ウォリス・フトゥナ諸島
■地域名：ウォリス・フトゥナ
 Wallis and Futuna

■領土名：フランス
■面積：142㎢
■人口：1万人
■政庁所在地：マタウチュ Mata-Utu
■通貨：パシフィック・フラン
■地図：P.111 P4

セント・ヘレナ島
■地域名：セント・ヘレナ＝アセンション及び
 トリスタン・ダ・クーニャ

StHelena,Ascension and Tristan da Cunha

■領土名：イギリス
■面積：122㎢
■人口：0.4万人
■政庁所在地：ジェームズタウン Jamestown

■通貨：セントヘレナ・ポンド
■地図：P.58 B8

サン・ピエール・エ・ミクロン
■地域名：サン・ピエール・エ・ミクロン
 St Pierre and Miquelon

■領土名：フランス
■面積：242㎢
■人口：0.6万人
■政庁所在地：サン・ピエール St-Pierre
■通貨：ユーロ
■地図：P.94 P5

ガーンジー島
■地域名：ガーンジー
 Guernsey

■領土名：イギリス
■面積：64㎢
■人口：6万人
■政庁所在地：セント・ピーター・ポート St.Peter Port
■通貨：ガーンジー・ポンド
■地図：P.82 C5

タークス諸島・カイコス諸島
■地域名：タークス・カイコス諸島
 Turks and Caicos Islands

■領土名：イギリス
■面積：948㎢
■人口：4万人
■政庁所在地：コックバーン・タウン Cockburntown

■通貨：米ドル
■地図：P.103 K4

西サハラ
■地域名：西サハラ
 Western Sahara

■領土名：＊2
■面積：26万6000㎢
■人口：55万人
■政庁所在地：ラアユーン Laâyoune
■通貨：―
■地図：P.92 B4

フェロー諸島
■地域名：フェロー諸島
 Faroe Islands

■領土名：デンマーク
■面積：1393㎢
■人口：5万人
■政庁所在地：トアスハウン Tórshavn
■通貨：フェロー・クローネ
■地図：P.78 F3

マルティニク島
■地域名：マルティニク
 Martinique

■領土名：フランス
■面積：1128㎢
■人口：39万人
■政庁所在地：フォール・ド・フランス Fort-de-France
■通貨：ユーロ
■地図：P.103 M6

マン島
■地域名：マン島
 Isle of Man

■領土名：イギリス
■面積：572㎢
■人口：8万人
■政庁所在地：ダグラス Douglas
■通貨：マンクス・ポンド
■地図：P.82 B2

モントセラット島
■地域名：モントセラット
 Montserrat

■領土名：イギリス
■面積：103㎢
■人口：0.5万人
■政庁所在地：プリマス Plymouth
■通貨：東カリブ・ドル
■地図：P.103 M5

レユニオン島
■地域名：レユニオン
 Réunion

■領土名：フランス
■面積：2513㎢
■人口：88万人
■政庁所在地：サン・ドニ St.-Denis
■通貨：ユーロ
■地図：P.91 H7

フォークランド（マルビナス）諸島
■地域名：フォークランド（マルビナス）諸島
 Falkland Islands（Malvinas）

■領土名：＊3
■面積：1万2173㎢
■人口：0.3万人
■政庁所在地：スタンリー Stanley
■通貨：フォークランド諸島ポンド、英ポンド
■地図：P.109 E8

フランス領ギアナ
■地域名：フランス領ギアナ
 French Guiana

■領土名：フランス
■面積：8万3534㎢
■人口：28万人
■政庁所在地：カイエンヌ Cayenne
■通貨：ユーロ
■地図：P.107 G3

フランス領ポリネシア
■地域名：フランス領ポリネシア
 French Polynesia

■領土名：フランス
■面積：4000㎢
■人口：28万人
■政庁所在地：パペエテ Papeete
■通貨：パシフィック・フラン
■地図：P.112 H5

ニューカレドニア島
■地域名：ニューカレドニア
 New Caledonia

■領土名：フランス
■面積：1万9100㎢
■人口：28万人
■政庁所在地：ヌーメア Nouméa
■通貨：パシフィック・フラン
■地図：P.111 L6

ノーフォーク島
■地域名：ノーフォーク島
 Norfolk Island

■領土名：オーストラリア
■面積：36㎢
■人口：0.2万人
■政庁所在地：キングストン Kingston
■通貨：オーストラリア・ドル
■地図：P.111 M7

ピトケアン島
■地域名：ピトケアン島
 Pitcairn Island

■領土名：イギリス
■面積：5㎢
■人口：57人
■政庁所在地：アダムスタウン Adamstown
■通貨：ニュージーランド・ドル
■地図：P.59 S8
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