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2 講義の構成

2-1 中国の統計について

2-2 総合統計で調べる

2-3 地域毎に調べる

2-4 分野毎に調べる

2



2-1 中国の統計について

 政府統計

 大規模な調査が多く、種類が多い。

 客観的な数値の把握が可能。信頼性も高い。

 時系列で調査可能

 民間(業界団体)統計

各種業界団体、調査機関等が実施

 政府統計で取り上げない分野も多い。

 ビジネスに関する統計を調査する際に役立つ。

 ウェブサイトでは会員限定の公開など、入手が難しい。

32 統計 2-1 中国の統計について



2-1 中国の統計について

 政府統計

 2-1-1 中華人民共和国国家統計局

 2-1-2 各省庁の統計部門

 2-1-3 地方の統計局

42 統計 2-1 中国の統計について



2-1-1 中華人民共和国国家統計局
（http://www.stats.gov.cn/）

統計データそのものや、統計データを用いた分析

 統計公報(统计公报) ：統計の集計結果などの
公報

 統計データ(统计数据) ：統計の値。月別／季別

／年別のデータの他、センサスのデータ、特定
テーマのデータ、国際統計も収録。

 統計分析(统计分析) ：統計をもとにした各種分
析

52 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

http://www.stats.gov.cn/�


2-1-1 中華人民共和国国家統計局
（http://www.stats.gov.cn/）

統計に関する法令や制度、規格、主要指標の解説

 統計法規(统计法规)：統計に関する法規

 統計制度(统计制度)：統計の対象や範囲、集計
主体などの制度

 統計規格(统计标准)：統計に使用される分類

 指標解釈(指标解释)：主要な統計指標の解説

 統計知識(统计知识)：統計法の解説や、統計用
語の解説、統計の歴史など統計に関する知識

62 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

http://www.stats.gov.cn/�


2-1-1 中華人民共和国国家統計局

国務院の直属組織。統計業務を取り扱う。

対象とする主な統計業務

①センサス

 人口センサス（10年ごと、西暦末尾が0の年）

 農業センサス（10年ごと、西暦末尾が6の年）

 経済センサス（5年ごと）

②経常調査

各分野にわたる統計調査

③国民経済計算

72 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局



①人口センサス（人口普査）

 日本の国勢調査にあたる人口の全数調査

 1953年、1964年、1982年、1990年、2000年の
計5回実施。

 2003年の統計法改定以後は西暦末尾が0の年
の11月1日に実施。

 全数調査の間に、総人口の約1%を対象とする
標本調査(抽样调查)が行われる。(2005年に実
施）

 当館所蔵分は「資料②関西館所蔵の中国関係
の統計資料（センサス）」を参照

82 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局



①人口センサス（人口普査）

 国家統計局＞統計データ（统计数据）＞

センサスデータ（普查数据）

（http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/）
「人口普查」から「第五次人口普查」（第一次人口セ
ンサス：2000年実施）を選択し、「检索」をクリック

⇒2000年に実施された第5次人口センサスの結果
が閲覧できる

92 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/�
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『中国2000年人口普查
资料』【DT231-C9-
C11】の項目一覧

『2000年人口普查中国
民族人口资料』
【DT231-C9-C44】の
項目一覧

『2005年全国1%人口抽
样调查资料』【DT231-
C9-C47】の項目一覧

1. 概要 1. 概要 1. 概要

2. 民族 2. 教育レベル 2. 民族

3. 年齢 3. 業種、職業 3. 年齢

4. 教育レベル 4. 婚姻 4. 教育

5. 家庭 5. 生育 5. 就業

6. 死亡 6. 家庭 6. 婚姻

7. 遷移 7. 住居 7. 家庭

8. 住居 8. 遷移 8. 生育

9. 年齢 9. 老年人口

10. 県別各民族人口 10. 死亡

11. 住居

12. 遷移と戸口登記地

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局
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①人口センサス（人口普查）地方

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

 北京统计信息网

http://www.bjstats.gov.cn/
北京市統計局のウェブサイト(例)

 北京统计信息网 > 统计公报 > 普查公报

で、人口センサスを含んだ、センサス関係の公
報が公開されている。

http://www.bjstats.gov.cn/�


①人口センサス(人口普查)

 第6次人口センサス

・2010年11月1日に実施予定。

・公式ホームページ

（http://www.stats.gov.cn/zgrkpc/dlc/）
・関連ニュース・関連法規・関連公告などを見るこ
とができる。

122 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

http://www.stats.gov.cn/zgrkpc/dlc/�


②農業センサス(农业普查)

 農業や農村の生産組織の数、農業に従事する
人員やその地域分布、農業機械などの設備類、
農地の面積や構成、建制鎮（行政地域）の規模
や社会経済状況などに関する統計調査

 1996年に第1回、2006年に第2回を実施。

 10年ごと、西暦末尾が6の年に実施。

132 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局
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②農業センサス（农业普查）

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

国家統計局＞統計データ（统计数据）＞

センサスデータ（普查数据）
（http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/）
「农业普查」から「第一次农业普查」（第一次農業セン
サス：1996年実施）を選択し、「检索」をクリック
⇒第一次農業センサスのデータが閲覧できる。
国家統計局＞統計公報(统计公报)＞農業センサス
公報(农业普查公报)
（http://www.stats.gov.cn/tjgb/nypcgb/）
⇒第2次農業センサス(2006年実施)の主要データの
公報などが閲覧できる。

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/�
http://www.stats.gov.cn/tjgb/nypcgb/�


③経済センサス(经济普查)

 2004年に以下の3種を統合した、第1次経済セ
ンサス(经济普查)を実施
 基本単位センサス（1996年、2001年実施）

 工業センサス(1950年、1985年、1995年実施）

 第3次産業センサス(1993年実施)

 対象機関：企業と事業所、個人経営の事業者

 対象産業：第二次産業、第三次産業（含建設業）

 それぞれの就業人数、財務状況、生産経営状況、
生産能力について調査

 5年ごとに実施。

152 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局
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③経済センサス（经济普查）

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

国家統計局＞統計データ（统计数据）＞

センサスデータ（普查数据）
（http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/）
 1995年実施の第3次工業センサス

 1996年実施の基本単位センサス

 1993年実施の第3次産業センサス（一部）
が閲覧できる。

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/�
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『中国经济普查年鉴』【Z41-AC318】の項目一覧

総合巻 第二産業巻 第三産業巻

1. 総合編 1. 工業企業生産経営及財
務状況

1. 交通運輸、倉庫と郵政
業生産経営及財務状況

2. 企業編 2. 主要工業産品産量及エ
ネルギー消費量

2. 卸売と小売業商品販売
と財務状況

3. 事業、機関、社団、
民弁非企業編

3. 規模以上工業企業科技
情況

3. 宿泊と飲食業経営及財
務状況

4. 鉄路運輸業編 4. 建築業企業生産経営及
財務状況

4. 不動産業生産経営及財
務状況

5. その他サービス業企業
生産経営及財務状況

6. 行政事業単位財務状況

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局

③経済センサス（经济普查）



④経常調査の対象

 人口・労働

 農業・農村

 工業、運輸業

 建設業

 卸売業・小売業・飲食
業

18

 科学技術

 世帯調査

 価格統計

 基本単位及び企業

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局



⑤国民経済計算

 国内総生産

 産業連関表

 資金循環表

 国際収支表

 賃借対照表

192 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局



『中国统计年鉴』【Z41-AC65】

 中国語・英語併記。中国国家統計局編。中国統計
出版社発行。年刊。毎年9月に、その前年の統計
データを収録して、刊行される。

 1982年版から発行されている。1994年版から英語
併記。1998年版からCD-ROM付属。

 1996年版以降のものは、中国国家統計局のホーム
ページで公開されており、2004年版以降のものは、
Excel形式でダウンロードできる。

 重要な指標をまとめた速報版『中国统计摘要』【Z41
-AC63】が毎年5月に刊行される。

202 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局
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『中国统计年鉴』【Z41-AC65】の項目一覧(2009年版)

1. 総合 14. 建築業

2. 国民経済計算 15. 運輸と郵便・電信

3. 人口 16. 国内貿易

4. 就業人員と労働賃金 17. 対外経済貿易

5. 固定資産投資 18. 旅行

6. エネルギー 19. 金融業

7. 財政 20. 教育と科技

8. 価格指数 21. 文化、体育と衛生

9. 人民生活 22. その他社会活動

10. 都市概況 23. 香港特別行政区主要社会経済指標

11. 資源と環境 24. 澳門特別行政区主要社会経済指標

12. 農業 附録1. 台湾省主要社会経済指標

13. 工業 附録2. 中国経済、社会統計指標、世界主要
国家と地区の比較

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局
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『中国统计年鉴』【Z41-AC65】の項目一覧(2009年版) 原文

1. 综合 14. 建筑业

2. 国民经济核算 15. 运输和邮电

3. 人口 16. 国内贸易

4. 就业人员和职工工资 17. 对外经济贸易

5. 固定资产投资 18. 旅游

6. 能源 19. 金融业

7. 财政 20. 教育和科技

8. 价格指数 21. 文化、体育和卫生

9. 人民生活 22. 其他社会活动

10. 城市概况 23. 香港特别行政区主要社会经济指标

11. 资源与环境 24. 澳门特别行政区主要社会经济指标

12. 农业 附録1. 台湾省主要社会经济指标

13. 工业 附録2. 我国经济、社会统计指标同世界主
要国家和地区比较

2 統計 2-1 中国の統計について 2-1-1 国家統計局



2-1-2 政府統計 各省庁の統計部門

 国家統計局の省庁別統計リンク

http://www.stats.gov.cn/tjsj/bmsj/
 海関総署：税関統計データ

 人民銀行：金融統計データ

 新聞出版総署：出版統計データ

など。資料6_省庁の統計リストを参照

※省庁の統計はウェブサイトで得られるものもあるが、
刊行される統計年鑑などの方が詳細な情報が得られ
る。

232 統計 2-1 中国の統計について 2-1-2 政府統計 部門統計

http://www.stats.gov.cn/tjsj/bmsj/�


中華人民共和国海関総署

 ウェブサイト http://www.customs.gov.cn/
 冊子『中国海关统计年鉴』【Z41-AC212】

 中国語。中華人民共和国海関総署海関統計編集
部。

 輸出入の総額など17種類の貿易の概要統計、
国・地域別の貿易統計、品目別の貿易統計を
収録。品目はHSコード順に排列。(2008年版)

 HSコードについては、『中国関税・増値税率
表. 2007年版』(エヌ・エヌ・エー, 2007.3)【
CC9-411-H9】などを参照。

242 統計 2-1 中国の統計について 2-1-2 政府統計 部門統計

http://www.customs.gov.cn/�
http://www.customs.gov.cn/�


 ウェブサイト http://www.pbc.gov.cn/
 「统计数据与标准」（統計データと規格）で統計データを公

開

 冊子『中国人民银行统计季报』【Z3-AC137】
 中国語・英語併記。中国金融出版社発行。季刊。 1996年

から発行されている。

 中国の中央銀行である中国人民銀行が発表した経済・金
融関連の統計を収録。

 「主要経済指標概覧」「金融機関通貨統計」「金融市場統
計」「利率」「資金流量表（金融取引口座）」「経済調査」「物
価統計」「外資金融機関統計」「主要経済金融指標図」「主
要指標の概念と定義」の10部からなる。(2009年4号)

中国人民銀行

252 統計 2-1 中国の統計について 2-1-2 政府統計 部門統計

http://www.pbc.gov.cn/�


 ウェブサイト http://www.gapp.gov.cn/
 冊子

『中国新闻出版统计资料汇编』【UE21-C41】
 中国語。中国統計出版社発行。年刊。

 新聞・出版の監督管理、出版・著作権管理を行う
新聞出版総署の統計を収録。

 図書出版、雑誌・新聞出版、音楽映像・電子出版
、出版物発行、出版物印刷、出版物輸出入、著作
権管理と貿易、出版関連機関と人員の8部からな
る（2008年版）。

262 統計 2-1 中国の統計について 2-1-2 政府統計 部門統計

中華人民共和国新聞出版総署

http://www.gapp.gov.cn/�


2-1-3 政府統計 地方の統計局

国家統計局の地方統計局へのリンク

（http://www.stats.gov.cn/tjlj/）
 中国大陸の省別の統計

 香港の統計

 マカオの統計

 台湾の統計

272 統計 2-1 中国の統計について 2-1-3 政府統計 地方統計

http://www.stats.gov.cn/tjlj/�


2-1-4 民間（業界団体）統計

 民間(業界団体)統計

 調査会社による調査統計資料

 各種業界団体による業務統計

ex.『中国电子信息产业统计年鉴』【Z41-AC322】

産業毎の年鑑に統計情報が含まれる場合も多い。

業界団体のウェブサイトで統計データの掲載をしてい
ることもあるが、閲覧には会員登録が必要なケースが
多い。

282 統計 2-1 中国の統計について 2)民間(業界団体)統計



2-2 総合統計で調べる

① 『中国マーケティングデータ総覧』【DC157-H112
（2005）】

② 『中国データ・ファイル』【DC157-J111(2010)】

③ 『中国情報ハンドブック』【GE341-J188(2010)】

④ 中華人民共和国国家統計局

（http://www.stats.gov.cn/）
⑤ 『中国统计年鉴』 【Z41-AC65】

292 統計 2-2 総合統計で調べる

http://www.stats.gov.cn/�


①『中国マーケティングデータ総覧』
DC157-H112（2005）
 日本語。日本能率協会総合研究所発行

 2005年刊行分については、2003年までのデー
タを収録。3年に1回刊行。2008年から隔年刊。(
当館の所蔵は2005年まで）

 固定資産投資関連データ、国民経済関連データ
、人口、就業および賃金関連データ、固定資産
投資関連データ、国民生活、所得および消費関
連データ、工業、農業、商業関連データなどを省
、直轄市単位で収録。

 省別の地域的特性の分析も収録。

302 統計 2-2 総合統計で調べる



②『中国データ・ファイル』
【DC157-J111(2010)】
 日本語。ジェトロ（日本貿易振興機構）発行。年
刊。1983年から発行。

 ⑤『中国统计年鉴』、『中国统计摘要』に記載さ
れた統計データを、日本語に翻訳して収録して
いる。

 統計データの項目は「一般概況」「経済・産業概
況」「財政・金融」「労働・賃金」「国民生活と物
価」「貿易」「投資」「日中関係」。（2009年版）

312 統計 2-2 総合統計で調べる



③『中国情報ハンドブック』
【GE341-J188(2010)】
 日本語。21世紀中国総研編。蒼蒼社発行。年刊。

1987年版から発行されている。

 中国の政治・経済の概要をまとめ、あわせて基
本統計を収録している。

 統計データの項目は第Ⅲ部の「主要国民経済指
標」「マクロ経済指標」「農業生産」「工業生産」
「エネルギー・交通・通信」「固定資産投資」「財
政」「金融・証券」「物価」「雇用」「国民生活」。
（2009年版）

322 統計 2-2 総合統計で調べる



2-3 地域別に調べる

2-3-1 中国大陸の省別統計

2-3-2 香港の統計

2-3-3 マカオの統計

2-3-4 台湾の統計

332 統計 2-3 地域別に調べる



2-3-1 中国大陸の省別統計

 中国の地方都市の人口、経済状況、その他地
域に関するより詳しい統計を知りたいときは、地
域毎の統計を調べるのがよい。

 4の直轄市、22の省、5の自治区全ての地域に
おいて、統計年鑑が発行されており、それぞれ
ウェブサイトでも統計情報を提供している。

342 統計 2-1 中国の統計について 2-1-3 政府統計 地方統計



2-3-1 中国大陸の省別統計

①地方統計局のウェブサイト

国家統計局＞ウェブサイトリンク集（网站链接）＞地方
統計ウェブサイト（地方统计网站）
（http://www.stats.gov.cn/tjlj/）

②省別の統計年鑑

・『北京统计年鉴』【Z41-AC27】

・『上海统计年鉴』【Z41-AC66】など

③『中国城市统计年鉴』【Z41-AC64】

352 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-1 中国大陸

http://www.stats.gov.cn/tjlj/�


①地方統計局ウェブサイト

362 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-1 中国大陸

 北京统计信息网

http://www.bjstats.gov.cn/
北京市統計局のウェブサイト(例)
 北京统计信息网 > 统计数据 (統計情報)

統計の速報、年度毎のデータ、テーマごとの
データなど各種統計情報が公開。

http://www.bjstats.gov.cn/�


37

1. 総合 13. 交通運輸郵電

2. 国民経済核算 14. 卸売と小売、宿泊と飲食業

3. 人口と就業 15. 対外経済貿易

4. エネルギー、資源と環境 16. 旅遊業

5. 全社会固定資産投資と不動産開発
投資

17. 金融と保険

6. 財政と税収 18. 教育、文化

7. 価格指数 19. 科技

8. 人民生活 20. 衛生、体育

9. 城市公用事業 21. 社会福利、社区、政法及びその他

10. 農業と農村経済 22. 第三産業

11. 工業 23. 企業調査資料

12. 建築業 24. 開発区

2 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-1 中国大陸

②省別統計年鑑（例：『北京统计年鉴』2009）



③『中国城市统计年鉴』【Z41-AC64】

 中国語。中国国家統計局城市社会経済調査司
編。中国統計出版社発行。年刊。

 中国のすべての市（4の直轄市、15の副省級市、
268の地級市、368の県級市）の統計データを比
較一覧できる。

 統計項目は、「人口、労働力及び土地面積」「総
合経済」「農業」「工業」「交通運輸、郵電通信、
エネルギー電力」「内外貿易、外経、旅遊」「固定
資産投資」「教育、科技、文化、衛生」「人民生
活」「市政公用事業」「環境保護」など。

382 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-1 中国大陸



2-3-2 香港の統計

① 香港特別行政区政府統計処

（http://www.censtatd.gov.hk/)
② 『香港統計年刊』【Z41-AC223】、

『香港統計月刊』【Z3-AC135】

③ 資料3_関西館所蔵の統計関連資料（香港）

392 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-2 香港の統計

http://www.censtatd.gov.hk/�


①香港特別行政区政府統計處
（http://www.censtatd.gov.hk/)
 簡体字、繁体字、英語から表記を選択できる。

 主要計画、事項及び発展

2001年、2006年に実施された人口センサスなどの
主要な統計データを公開。

 香港統計資料
「人口及び人口動態」「労働者」「対外貿易」など19項
目の統計データを公開。

 產品及服務 > 產品 > 刊物

総合統計、対外貿易など8項目について、刊行され
た統計出版物の2001年以降のデータを公開。

402 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-2 香港の統計

http://www.censtatd.gov.hk/�


②『香港統計年刊』【Z41-AC223】、
『香港統計月刊』【Z3-AC135】

 香港の総合統計年鑑。中国語・英語併記。香港
特別行政区政府統計処発行。

 2001年版以降のものは、香港特別行政区政府
統計処のホームページで公開されており、PDF
形式でダウンロードできる。

 『香港統計年刊』【Z41-AC223】は年刊で、月刊
の『香港統計月刊』【Z3-AC135】の累積版。

412 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-2 香港の統計



42

1. 人口及び人口動態 11. 物価、食物供給

2. 労働者 12. 教育

3. 対外貿易 13. 衛生

4. 工業生産 14. 社会福利

5. 商業 15. 治安

6. 科学技術 16. 文化、娯楽、康楽

7. 土地、建物、建築および不
動産

17. 環境、気候、地理

8. 建物及び不動産 18. 国民収入及び国際収支

9. 運輸、通信、旅行 19. その他

10. 政府収支、通貨、金融

2 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-2 香港の統計

②『香港統計年刊』【Z41-AC223】の
項目一覧(2008)



2-3-3 マカオの統計

澳門特別行政區政府 統計暨普查局

(http://www.dsec.gov.mo/)
 統計資料：最新の統計情報。総合、社会、就業、
賭博と旅行、運輸と通信、小売と物価、工業とエ
ネルギー、建築と不動産取引、対外商品貿易、
国民経済計算、その他の11項目。

 時間序列資料庫：統計データベース。項目や表
やグラフなどの形式、対象年を選択して表示で
きる。

432 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-3 マカオの統計

http://www.dsec.gov.mo/�


2-3-4 台湾の統計

①『台湾の経済 Data book』【DT331-J4】(2009)
②中華民国統計資訊網

（http://www.stat.gov.tw/）
③台湾の総合統計

『中華民國統計年鑑』【Z41-AC62】

『Statistical Yearbook of the Republic of China』
【Z61-C11】他

⑤資料4_関西館所蔵の統計関連資料（台湾）

442 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計

http://www.stat.gov.tw/�


①『台湾の経済 Data book』
【DT331-J4】(2009)

 日本語。(財)交流協会発行。年刊。2005年版ま
では『台湾の経済データ』として刊行。

 台湾行政院主計処・経済部統計処・中央銀行な
どが発表した経済関連の統計データを、日本語
に翻訳して収録している。

 「概況」「政治体制」「国内経済」「対外経済」「日
台関係」「対外関係」「国際比較」「その他」の8部
からなる。（2009年版）

452 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計



②中華民国統計資訊網
（http://www.stat.gov.tw/）
 行政院主計処

政府予算、会計、統計を管轄。中国大陸の統計
の台湾分は行政院主計処のデータ。

 中華民国統計資訊網（http://www.stat.gov.tw/）
行政院主計処の運営する統計ポータルサイト
 「最新指標」経済成長率・失業率などの最新の数値

 「主計処統計専区」：物価指数や各種センサスなど主
計処主管の統計につき、統計制度やデータを公開。

 「全国統計資料」：人口、労働者、教育、衛生など主計
処に加えて各省庁の統計制度やデータを公開。

462 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計

http://www.stat.gov.tw/�
http://www.stat.gov.tw/�


②中華民国統計資訊網
（http://www.stat.gov.tw/）

472 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計

「最新指標」の統計情報の表示方法

例：失業率

 トップページの中央上部に表示される「最新指

標」の項目のうち、「失業率」をクリック

⇒項目の一覧が表示されるので、右下の 「詳細
資料」をクリック

⇒統計表が一覧表示される。閲覧したい統計
表をクリック

http://www.stat.gov.tw/�


②中華民国統計資訊網
（http://www.stat.gov.tw/）

482 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計

「主計處統計專區」の統計データの表示方法

例：物価統計

 左メニューの「主計處統計專區」から「物價統計」
を選択。

 ⇒左メニューの「電子書」をクリック

 ⇒該当項目の統計月報などの刊行物がPDF形
式でダウンロードできる。

http://www.stat.gov.tw/�


②中華民国統計資訊網
（http://www.stat.gov.tw/）

492 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計

全国統計資料の統計データの表示方法

例：労働者

 右下に表示される「全国統計資料」に表示される項
目のうち、例として「勞工（労働者） 」をクリック

⇒左メニューに「勞工」に関する項目の一覧が表示さ
れる

⇒該当項目をクリックする

⇒左メニューのなかから「統計表」をクリック

⇒表示される統計表のなかから閲覧したいものをク
リック

http://www.stat.gov.tw/�


③台湾の総合統計

 『中華民國統計年鑑』【Z41-AC62】年刊の中国
語版。

 『中華民國統計月報』【Z3-AC81】月刊の中国
語版。

 『Statistical Yearbook of the Republic of 
China』【Z61-C11】年刊の英語版。

 『Taiwan Statistical Data Book』【Z61-B362】年
刊。ダイジェストの速報版。

502 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計
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1. 土地及び気象 10. 企業活動

2. 人口及び住宅 11. 農林漁牧業

3. 労工 12. 工業

4. 教育、科技、文化及び大衆伝播 13. 運輸倉庫及び通信

5. 衛生保健 14. 金融保険

6. 環境保護 15. 対外貿易

7. 司法、公共秩序及び安全 16. 財政

8. 社会保障及び福利 17. 物価

9. 国民経済 18. 一般政務

2 統計 2-3 地域別に調べる 2-3-4 台湾の統計

③『中華民國統計年鑑』【Z41-AC62】

項目一覧(2007年)



2-4 分野別に調べる

2-4-0 統計を調べるためのツール

2-4-1 人口について調べる

2-4-2 経済・産業について調べる

2-4-3 金融について調べる

522 統計 2-4 分野別に調べる



2-4-0 統計を調べるためのツール

調べたい項目がどの統計に含まれているのかを
知るためのツール

①リサーチ・ナビ、レファレンス協同データベース

②アジア経済研究所図書館

③中華人民共和国国家統計局

532 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-0 調べるツール



①レファレンス協同データベース
http://crd.ndl.go.jp/jp/public/

542 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-0 調べるツール

全国の公共図書館、大学図書館、専門図書館等
と協同で構築しているデータベース。

リサーチ・ナビからも検索できる。

実際のレファレンスの事例や調べ方が登録さ
れている。

調べたいキーワードと「中国」、「統計」などをか
けあわせて検索。

http://crd.ndl.go.jp/jp/public/�
http://crd.ndl.go.jp/jp/public/�


①リサーチ・ナビ
(http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/)

552 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-0 調べるツール

 調べ方案内
統計の調べ方（東アジア）

（http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-41.php）

国際機関統計（各国比較）をインターネットで調べる‐
経済社会分野‐
（http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-404.php）

中国の経済・産業について調べる

(http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-86.php)
 AsiaLinks

 統計 : 中国・香港・マカオ・台湾

(http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/statistics-chn.php)

http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/�
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-41.php�
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-404.php�
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-86.php�
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/statistics-chn.php�


②アジア経済研究所図書館

562 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-0 調べるツール

図書館 ＞ よくあるお問い合わせ
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Faq/tokei_answer2.html

どのような情報がどの資料
に掲載されているのか、よく
聞かれる具体的な項目を分
野別に掲載。類似の情報を
探す際の参考に利用できる。

http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Faq/tokei_answer2.html�


③国家統計データベース（国家统计
数据库） （http://219.235.129.58/）
国家統計局の提供する統計データベース

 データベース検索（数据库查询）

統計表の名称や、指標、テーマをキーワードで検
索できる。

 一覧から選択

※統計データ(统计数据)と得られる情報は同じ。

572 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-0 調べるツール

http://219.235.129.58/�


2-4-1 人口について調べる

582 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-1 人口

①『中国人口和就业统计年鉴』【Z41-AC406】

②人口センサス（人口普查）

 中国全土

 各省・直轄市・特別自治区

 民族

⇒資料②関西館所蔵の中国関係の統計資料（セン
サス）



①『中国人口和就业统计年鉴』
【Z41-AC406】
 中国語。中国統計出版社刊行。年刊。

 2007年以降刊行。2006年までは、『中国人口统
计年鉴』【Z41-AC68】でほぼ同内容の統計が刊
行。

 抽出調査から推測した、出生率や人口動態など
の人口統計のほか、労働者数や賃金などの労
働関係の統計を収録。

592 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-1 人口



2-4-2 経済・産業について調べる

①『中国経済・産業データハンドブック』【Z41-B318】
②『中国経済データハンドブック』【Z41-6192】
③ジェトロ＞国・地域別情報＞中国
（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/）

④“China Markets Yearbook”【Z61-G703】

⑤『中国经济景气月报』【Z3-AC115】

資料②関西館所蔵の中国関係の統計資料（センサ
ス）

資料①関西館所蔵の中国関係の統計資料（現在の統
計）

602 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-2 経済・産業

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/�


①『中国経済・産業データハンドブック』
【Z41-B318】
 日本語。アジア産業研究所発行。年刊。

 国家統計局が取りまとめた経済・産業関連の法
定統計、各部(省)、産業協会等のデータを日本
語に翻訳。

 国民経済動向として、「財政・金融」「産業政策」「
対外経済取引」「国民生活」。産業活動として、「
農林水産業」「採掘業」「製造業」「建築業、不動
産開発業」「運輸事業」「電気通信業とインターネ
ットサービス」「コンピュータソフトウェア及びSIサ
ービス」「国内商業」「旅行観光業」「文化・メディ
ア産業」を収録。（’07年版）

612 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-2 経済・産業



②『中国経済データハンドブック』
【Z41-6192】
 日本語。日中経済協会発行。年刊。1992年から
発行。1991年以前は『中国経済便覧』。

 政治体制の概要、経済関係のデータを収録。

 統計データの項目は6国内経済「国内総生産と

国内総支出」「農業」「工業」「商業」「中国の企
業」「エネルギー」「運輸・通信」「固定資産投資」
「労働・賃金」「物価」「財政・金融」「省エネル
ギー・環境保護」。7対外経済「貿易」「投資」「国
際収支」。8日中経済「貿易」「直接投資」「日本の
対中直接投資」。 （2009年版）

622 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-2 経済・産業



③ジェトロ＞国・地域別情報＞中国
（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/）
 ジェトロ日本語。

 中国の基礎データ・貿易為替制度・投資制度な
ど、ビジネスに有用な情報が得られる。

 統計は、「基礎的経済指標」「輸出統計(国・地域
別)」「輸出統計(品目別)」 「輸入統計(国・地域
別)」「輸入統計(品目別)」 「対内直接投資統計
(国・地域別)」「対外直接投資統計(国・地域別)」
を提供。

632 統計 2-4 分野別に調べる 2-4-2 経済・産業

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/�


④“China Markets Yearbook” 【Z61-G703】

 英語・中国語併記。中国語タイトルは『中国市场
年鉴』。外文出版社発行。年刊。1997年版から
発行されている。

 450の業種ごとに、①企業総数、②従業員総数、
③総販売収入、④総利潤、⑤資産利潤率、⑥権
益利潤率、⑦労働生産率、⑧資産負債率、⑨総
資産の9つの指標と、主要企業10社、主要都市
10市、主要卸売業者10社などを掲載。(2008年
版)
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⑤『中国经济景气月报』【Z3-AC115】

 中国語・英語併記。中国国家統計局中国経済景
気監測センター編。中国経済景気月報雑誌社発
行。月刊。

 月ごとの主要経済指標、景気指標、中央、地方
の家計調査や物価指標などを収録。

 「主要経済指標趨勢と結構図」「主要経済指標
時間序列」「地区経済指標」「行業経済指標」「経
済景気指標」「世界主要経済指標」の6部からな
る。(2010年4月号)
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2-4-3 金融について調べる

① 『中国金融年鉴』【Z41-AC360】
② 中国人民银行（http://www.pbc.gov.cn/）
③ 『中国人民银行统计季报』 【Z3-AC137】
④ 『中国证券期货统计年鉴』【Z41-AC215】
⑤ 証券取引所の統計（上海・深圳）
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①『中国金融年鉴』【Z41-AC360】

 中国語。中国金融年鑑編輯部発行。年刊。
1986年版から発行されている。

 全体の分量の約3分の1程度、金融関連の統計
が収録されている。

 統計編の項目は、「貨幣」「国際収支、金外貨準
備、為替レート」「貸付」「金融市場」「利率」「資金
流量統計」「銀行」「信託投資会社」「証券会社」
「信用合作」「保険会社」「郵政金融」など。(2008
年版)
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④『中国证券期货统计年鉴』

【Z41-AC215】
 中国語・英語併記。中国証券監督管理委員会編。
学林出版社発行。年刊。「期货」（先物）

 証券取引所の毎日の出来高・取引銘柄ベスト50
など、証券市場・先物市場に関する統計を収録。

 「概況」「株式」「債券」「証券投資基金及びデリバ
ティブ」「上場企業」「登記決算」「先物」「証券先
物仲介機構」「大事記」の9部からなる。(2009年
版)
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⑤証券取引所の統計

 上海・深圳それぞれの証券取引所から統計年鑑
が発行されている。また証券取引所のホーム
ページからは最新の数値を入手できる。

上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
『上海证券交易所统计年鉴』【Z41-AC297】
深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
『深圳证券交易所统计年鉴』【Z41-AC384】
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