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1

　■

通称国名

　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　・

Afganistan　　　　11三式国名

●

1アフガニ三タニ民主共和国

” L」些輌i‥輌bli亘Afg□i…’’”°’

一位置する地域
　一一

アジヱ＿三＿．由南アジア　ー．
A　　　－　　　　　　一〔’一

1逼］鰍（1838－42）、鋤（1878二8。ゆアフガン⊇経て188q年英国保鍛なる

面　　積
（kmユ）　　’一一

647－　　　一　　　　　　　　　　　’　　　　　一　　一　　　　←　一　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一～　一　一　　　　　　　　一　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　

噌F、
＿筈3次

（19！9）…のZブガン瞥争で独立、1973年7月！7日亘制を塵し共和国となる。　1978年4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一

．人＿口．（万人Σ
．

ろ63」≦．．．．＿＿（一ノ．9．8∠年
）
一

アフガニろタ些和甲からアフガニスタン民主共和国と国名を改称。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　⊆　　一　　　　　一　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　万　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一一一＿＿

首　　府
Kabu1（カブール）

一｝　一’一
一…←←一一

一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　一『一　　　　　→　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一

一一一一 一一一一一一 一一　　　一　　　　　一　　一　一’　一→　一　一→　『　　甲　　　　　　　　　　　一←　　　ピ　ー　　　　　　　　　｛、一　　一　　　　　　s　≡　一　　　　　〔　　　　　一一　　　　　　　一　　　　〔　　－r－　　一一　一　一　　　　　　r　　－　　　　　　一一　＿　　　　　　＿＿　　　　　　＿　　＿〔＿　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　早＿

通貨単位　　　一一　一 Afghani（アフガニ）　　　　　一一一一“一一一一一←一一一一一一一

一一一一一←一》←一　一←一 一一一｝r－←’一一一一一一一一一一一一P 　　　　　　　　　　一一一一一一～＝一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一｝一　一一一一一一一
’

独立年月日 ／973年7月／7日
一｝一 －1－一 P－一｝一，≡一一〕 ｝〕一一一 ←’一一一， 一　一　一一　一　w　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一一　一　　　　　　←　　　　　　　　　　r　　　－　　＿＿　←　　　　　＿　　＿　　　　　キ　　　　　　　r　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　＿

独立以前 英国保護領

一

ず

一　一一∋一
　

　一一4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
政　　体 社会主義政権による民主共和国

一｝ 一“→一一一一←一｛ 一一一つ 一一一一一’一一，噌一←一 一▲ ←一　　一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一＿ヂー→　　　一一　　　　　　　　　＿　　1＿＿　＿　　～　　　　＿　　　＿＿　　＿　　　　　≡

一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 1｛一一・●一一一●｛一一ヴ●｝⑰一一■冑・r－’　　　　←∨，r曽垣●●一　．－w治　　　　・ ●　弓　一｝ ・一｝・《ず、｛r■D“困一←一 ’　マリ’　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’・φ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軸　　一’　　〔　　　　　　　●・’　　　、　　ぞ　｛　　　　’　　　・　　’　　　｛　　　←一，　一　＿＿一＿一一一一，一　　一　　　⇒一一●■一一一　才

通称国名 Albania 正式国名 アルバニア社会主義人民共和国 Republika　Popullove　Socialiste　e　Shqiperise

位置する地域 ヨーロッパ　ー　南ヨーロツパ 略史 世紀以来セルビヱ←こカレ坦ユア←Nレコなどの支酊下に。あユたカ＆19U笙11月独立。一＿
一　　一　　←　　　　一　　一　　　一　　　一　　　　テ　　　ー　　　『　　≒　　　　　一　　　　　　一一　一　　　｝ 一　　　　　　一　　　　　　　一　　一　一一　｝　　一　’　　　，　　一　｝　　一　　一一　　　一　　一一　　　一一一　≡

　而　　積一一一一±～一　一一　一一（kmL）　　一一一一

望逸乙旦旦＿＿＿一＿＿．．一＿
一一一一一≡一 一一　　　　　　　　一一　　　　　A－　　←　　＿　印　　　　　一一　一　一

第1次大戦中はイタリアとギリシヤに占領された。　1939年イタリアに併合されたが第2次大戦　　　　　P　　－　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　｝一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　’　　＿一一　　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　一『　一一一一一⇔一，一

人　　口 （万人） 1280　　　　　（／98／年） で一時ドイツに占領された。　1941年11月解放後1946年1月人民共和国を宣言。
テー一　　　　一　　チ　　ー　　〔　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　一　　　｛一　　　　一　　　一一一　一　、 一　　’　＿　一　　｝　　一　　一　一’一一一　　，　　一　一　　　←一　一≡　　A　　　－一　《　　一　　　　一　　　　一　　　　一一　　　　　一｝　　←　　一　一　一　　　“一　　一　　　’　一　　　　　　一　一一一　　一 一’一　　　一　→一一’一　　　一一　’　　一｝－　　FF　　－一　　一←一・　　　一　一　■一　　　　’　一　　｝’一一一一　　’一←　－r｛　　一　　▼〔　一一　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一r｝，一一一r一一一一一

首．＿府＿＿＿＿一 Ti　rana（チラガ＿
→

『一寸 　一一一奉’一一一｝ 一一一　一一｝一一｛一一 一一　　　　　一　　　　　　　　⇔　÷　　　　←　　　〔　　一一　　　　　一，　一一｝　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　戸一　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　一　　イ　　　　　　＿　　　　　　　　→　　　＿　　　，　　一一　　＿≡

一通貨単位＿．＿＿ 上ek弍し乙クエー一．．＿＿一＿
｝一～～一一一一一＾一 一一一一一一≡一 　　　　　　一　　一一　　一　　　｝’一一　　　　　一一『　　　　　　　　　　　’　　一　一　　　　　一　　　　’一　一　　一　，　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　一　一　　　｝　　　　　一一　一一　　一　　　　●一一　　一　一　一，一　　　　一一　　＿

独立年月日 ／946年／月
一　　＿→　－　　1＿　　｛　一一　　一　　　一　　　一　　　　一　　　　一　←　　　　一　　｝　　一　〒　　　… 一》 一一一一一一噛一一｝1－一一一一一ぷ一一一一一一一〔一一一’一 一一曽一一一 一一甲一一｝一

一　一　一｛　1　　－　一　一　，　　　“一　ラ　　＾　　　▲　一　　　　　“　←一　　　　　　　　一　　　一，　　＾　一　　　｝　一　　　　『●　　←　一一一　一一　『＾一　＾←　　←一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一一　一　　一＿　一　　←　　一＿　　＿一＿＿

一

」虫立似前＿＿
一　　’一｝　　一｝

イタリア保護領一一一　　　　＿　一一　一　一一一一　　一　　　　　一’　一　　一一一　一一｝一　　＿一　　　＿　　一＿一　　　　　　　　　｝＿

一←…一一一’ 一〉一一一一
P　　－　　　　　一　　　　一　　　，一　　一　　一　　　　　　一　　一　　　　　　－　　　　　　　　　　　FF一一一　　　　一　一　　一一一　　｛＾｝　　　　一　　　，　一　→　　　　　　　　　　　　一～一一　　　“　　一　　一一一　｝　　一一一一　　一一　　一　　　　一一　一F’一　一　一　　　→一　一　　　，　　　　一　　　＿　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　　＿＿　　　一一＿　　　　←　　＿　　←

一　　一一　　一＿　　　　　　一　　　≡　一｝　　　噌　　　一　　一一　　　『…一一　　一　一｝ 一一A　　－　　一一　　一　一　　…　　　　一　　一一　一　　　一　　一一　　　一　　　一　　　一｝　　　一　一　一一　　　　一　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一

　｝一一 一一一一一一
一’一∨　　　　　　　　　　　’一一＾一　｛　　一　一一一　一一←　”｛一’　一’　　　　一　　　　一　　一　　　一一一　　一一　　　　一｝一　　一　一　一　　　　一　　　　’　一一｝一一一，一　　　　　一　　一一一一　　　一一一一一　一　一P－一　　一一一　　一一　　一　　　→＿　一　　　＿　一　　＿≡　＿＿＿＿＿　＿＿＿　　　r＿＿

　　一〕

政　　体 社会主義人民共和国　　　　　　　　〒

●　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　◆ ● ●　　　　　　　．　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　◆　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　・
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　●　　　　　　　　　　　■

通称国名 Algeria

●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　正式国名

■

1アルジエ0ア良主人民共和国’
●　　　　　　　　　　　● 　　・　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

De皿ocratic　and　Popular　Republic　of　AIgeria

位置する地域 アフリカ　ー　北アフリカ ll搭史
アフリカの北西部地中海に面した共和国。　もとはフランスの植昆地で数十回に　　　　　　　　　　　　一　一

一一　　　＿　　⊇一　　　一　　一　　　　　一　　r　一べ　　　　　　　　　一　　～　　　　　　’　　　一　　　　　一一　　　　 一一一一一一一一一一　一 一一　　一　一　一　　一一 ｝　一　≒　一　　’　　一　　　　　　　　　一｛　　　　　　一　　　　　＾　　一　　　　→一〕一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　　　　　｝　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　≡　＿　一

面　　積 （k孤乳） 2，38／，74／ 及ぶ武装蜂起が行なわれ、 1954年には民族解放戦線（FLN）を結成、7年余の闘争の末1962年
｝｝一一’≡≡　｛　 一一一一『一 一｝一一，一一一一一

一一　　　一　　一　　　　一　　一¶一一　　｝一　　一一一　　一　　｝←一　　←一　　　　　　　一　　一　　一 一　　　≡　　　←　一　　一　　　　　｝一一一　　｝　一　一　　一　　　←一　　　　　　　一　　｝　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一｝　’　　　｝　一　　　　　　　　一　　　　　　←｝　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　1　　　＿＿　　　　　　　　　＿　＿　　一　　～　　　　　　　　　　　　　　＿　　　A　　　　　　　一　　｝

．人＿一．口＿．（万人）．
／，959　　（．乙98ノ年一　　　＿　　　　一　　一　　　　｝　一　　　　一　　’　一｝一　一　　　　　一→　　一　一　　一　　一　　’

．）一＿
一≡A一一

7月3日独立した。　　一一←　　～一一　　　　　　　　　　一　　｝　一　’　　　　　　　　　　　一　　，　　　　　F　　　－　｝　一　　　一

一　　　　一一一一　　　一＾　　　　　　　　　一　一　一　　　　　‘一　　　一　　　　　一一＾　　一　　一一　　　　　｝　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　吟一　←’　　一　　　一一一　　一　　一　　＾　　　　　　　　一　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿　　→一　　　　　早　　一←　　＿　　　一　　　　←　　　　　　　　　一　一　　一　　　　　　＿

首　　府 Alger
→一一一一

嘉一　一　一　　　一　一　一　一　’　　　　　　　　●　　　　　　　　一　一　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　←｝ ～Fプ 一 ザ　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝一　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　＿　　　　　　一　一　　　一　　　　＿　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

通貨単位 Dinar（ディナール）
一P－一｛一一一’｝一一一一 一一一一一一一一一一一 一一一 一’一　一一一一｝｝一『…一一『一一一｝一一一一｝’→一一一 一一←一一一｝一 一一一『｝一一』『一⌒雫一←一一

独立年月日 ／962年7月3日
一 1　一一一｝一←一 一一一一一一一■一一一∋P一

一声一一 〔　一一一｝一｝－r，’一一 一⇔一一一一一一 一　　　　　　　　　　　一　一　　一　　一’　　　　　一　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　一　　　　　　　　←　　　　←　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　1　　　　－一　　一一一　　一亡　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　’　一一一　　　　A　－　　　　　　　　　　’　　一　　　＿　　＿　　　一　　　　　　　　　＿　　　　　　　，一　＿　＿　　　　　　　　　　　一　　一　　　　→　　　　　一

独立以前 フランスの植民地

政　　休一一

一

民主人民共和国　．
曽一一，’≡

一　　　　　一　　　　　　一←　　　　　　一’1”　　　　　　　

←一一可一一一 〒一　　　’　　旨　　　　　　一　一一　　一　　一　　　　　　　　　　　『　一一　　一　　　　　　　　　P　－　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一　　　　一一　　一　　　　’一一　一一　　一　　　→　　　　　一　　一　　　　　　　　　一　　一　　一一一　　　　　一≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　＿　，＿　　1　　　　＿

一一　　一 一一一一一　一一一・一一一　’　　　　　　　一　　　　　　　　　　一●　．　台一　　w《　　　　■　● 一一寿●一一●　一一 一一一一一．7’“叫一’ A　一嚇⇔　　一 ’　一　　　　．・，　　　　一’　●　■．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　｛一，　　　叫　　＾，　　　　　〔　　　　　　　　一　　＾　　　－　　　　　　　　　　　1，　一　　，・　　　　，q　　＿　　　■　　一　　一　　一＿一　一＿〔　　　一一＿　　一　　　　　一　＿＿＿．　，　＿　　身

辿称国名 Andorra 正式ll・1名 アンドラ公国 Alldorra

．．位置する地域 一ヨ＝二旦ッパ＿三二＿南ヨーロ．ッパ．＿＿． 陥史 フランス、スペイン国境の．ビレネニ山中にあ登座陸国。．責くか1う丁アンドラ中立
一一一一 一一一 1

而　　積（km久）
旦］L3＿． 渓谷」 と呼ばれ、同地域の領有をめぐってフランス、スペイン両国が争って来た。　国際的地位

●一一一一一　一 一一’←→〉一一一一
←一　　　＿　屯　　一　一　1　－一　一一 ’一≡’一一一r－一一一’ 一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　＿　一　　　一　　　　，　　　　　　　　一　　　一

人　　口 （万人） 3　　　　（／98∠年） はあいまい。
　　　　　　　　フランスとスペイン東部の小都市セオ・デ・ウルヘルの司教（現在はホアン・一＿　　　＿　　　　　　　　一　　　一　　～一　　　一¶A－　一　　　←｝　　　　　　　　　　　一　　　　　→　　　　　　　一≡　　　一　一　～　　一　←　　　『　　　　　←　　　　　一　　　　　，～一　一一　一　一　　一一・　　一一一　　一一　一　　　　　一　　→1－一一｝　　　　一一一　一＝一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＿　　一　　＿

一一”一一一一一⌒｝一一一，一一 、一，一一一一’－r－一一参『一一一←←－1－一一一一一←一一 一一一一｝｝一， 一1－一一＿一←’

首．一府．
’→”一

一Andg些a．1a　Vella（アンドラ ・
ラ・　　，一A マルチ・

r1－一一一，←一

アラニス）　　　　　’P－一
との共同主権下にある公国。　双方各々常駐代表を置いている。　　　⌒　｝　一　　　　　一　　　　　一　　一　　　　　　　一　　　　　『　　　　献　一　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←≡一　　一一　一　　一｝　　　一←　　一→　　一一　一　　　　　　一　　　｝　　申ふ　　　　一一　　　一一　　　＿　　　　　一

Franc（フランス　フラン）ベリヤ）
通鯉1！位＿

Peseta《スペイン　ペセタ）一一一←一一一一一一一一一一一　－一一

一一一一 一’＿一一一｝一A
＿　　　　　　　←　　　一π　　一　　　　　　　　一一　　　　　一　　　　一　　　　　　　一

→←一一～一一一一一一一一一
一 サ　一一一 一一一

独立年月日
⌒一 ｝一

＿独立以前．．＿＿．＿
一一一一→，一一一一

＿＿〔一一一一一一｛F，一一一〕≡一一一一

一一F－一一一テ●
｛

一一｝一一一A→一　A一
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　一　　　　　　　　　　　一　　　　一　皿　　　　　　　　　　一　　　　一　　→　　｝　一　　　　　　⇒　一　　　一　　　　一　　一　　　　　　　　一　　　一　　　一｝一　　　　一→　一　　一　一　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　’　　　｝　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

政　　休

■　　　　　　　　　　　■ ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

一 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　●

通称国名 Angola

●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　正式国名
セ⑨　　●　　　　　　　　　　●

ンゴラ人民共和国

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　PeOPle，　s　Republic

●　　　　　　　　　　●

of　Angola

■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

位鐵する地域 アフリカ　ー　中部アフリカ 陥史 ＿コンゴ古王国に属して】、た炉、 16世紀初頭からポルトガル人が入植を開始。
一　　一一　　の　　一　　一　　　　テ｝⊆　　≡　　≡　一　　　’　　　　一　　　　一　　一

一
＿ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　　＿→　　＿　　　　　一　　一　←　　　一÷　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　～　　与一

＿→→〔 ｝『一一｝，一　一＿一 　一 一一 一一

面　　積
（kmL）　一　｝，一一

／，246，700←一一　　　　一　　一一　　｝　｝｝一一一　　　　　　　一　一　一　　　　　　　　　　㌔｝　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　　一　　’　一　　　　　　　　一　　　　　一

一一一一奉一〔’一一一 一

1955年i置ル上ガル海外領｛ζ編入」きれ桓が1950年初頭から狸匹〔闘争が活発化レ、1975年
一一一一｝一一一一 一一

＿人．＿［工（万人）． ．72」≦＿．＿．．＿．C／98！年一 ）
一

11月11日独立した。　　　一　　　　　　　　　　一　　　一　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　1　　　－　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一一一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　一一　　　　一　　＿　　一　　　一 一1一 一一一→∨

首　　府 Luanda（ルアンダ）
一←←｝｛一一一 一一一＝F 一　一一　←　　＿　一　　一←一鴫　　一　一　　　　一　一　一←　　　　一　　一　　　　　一　｛←　一　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　←　　　　　　　　一　　　 一一 一Aテー1 一　　　　　　｝　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　A－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　一　　一　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　＿

一一一一 一“一一 ｝

通貨単位 Kwanza（クワンザ）

一一一一
一一→一一一一 一＿｛　＿　　　　一　一一　　　一　一一一　　　　　　　一　　　　A　－　　　　　’　一一　　一　　　　　　　　　一　一一　　　一　　一一　　1－　・ 一一一一P｝『 一 売　　一一A一　　一　　一　一　　　＾｝一一　　　一　　　　　　一　　一一　　一　一　　　　　一一一＿一一　　　一　　w　　　＿一一←　　’　　一一　　　一　　　吟一 一　　→一　一　　　一一　一一 一　　　　　　’　一　一一　　w　←一　　←　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　〔Ψ　　　　一　　　　　　　　一｝　　　　　一一　　　　　　＿　　　　　　一　　一　｝

独立年月日
一←一

／g75年／／月／！日一
一一一 一一F 一｝一一 一一’一一一

独立以前 ポルトガルの植民地

　1

政　　体
　　1

人民共和国
一一1－｝，一一一←一一一＿一一　一一《 “F一一一’一’■ 一一一一“一一一 ←一一　　“　　　　　　　　一一ρ一一　　　　　　　　　一　　一　　　←　　1’　　　　　一　　　　⇒　　　　　　　　　　　一　　　一一一一　　一　一　　一　　　　冑　　　　一一　　　’　亀≡　　　一一一1－一　一一〔　〔　　一　　　一　　　一　　　　‘

一一一’一←一 一一一一一≡〔’
≡　　’

一　一 一一

｝一、・一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一←｝　　　　　　，　　　一“．　　｝・一　A－　　　A←　　一一　　一　　　　　　　　⇒ ●　⇔一一一一●　一・一 一一一一一⇔一⇒一一・●一　　．輪｝●■r　　　A’　　、　　　　　　　　　s　マ●？　寿　●　’㌔　　　　“　　●●●4　s、再句、烏軸s㊨“ss　　　　　　　　　」　　■

一雫．A．⊇’・’
■　　r●　”＾　　　’　　●　　　r　一　　巳　一■ ●　工　　　A一　　白　一　　　　一吟　　　　一←一＾　　←←　　　　一＿　ウー一，一　　　一　　　　一s“一　　〔，・　　虐

通称国名 Ar elltille　　　　　　　　　　　　iE〕£ll‖名 アルゼンチン共 Ar　entine　Re　ublic

．位雌する地城
一一一

アメリカ　ー　温帯南アメリカー一一｝一

品　≡‥一一←A

＿南米犬陸大酉洋岸の共和国g＿＿
一一一一一’一

1516年スペイ≧□堕民地となp、1776年

面　　積 （kmえ） 2，795，960 リオデラプラタ副王国領に編入。 1810年5月25日（独立革命記念日） 独立を宣言し、
＿　　　＿　｝一　一　　　か一　　←　一一　一　一　　一一　　一『　一一ρ 一　　　一　　　’一一　一←｛　　一一一　1　－　→一　一…　　　一’　　　　　　←　　一　　　　一　一　　　一一　一 一一A　－…　　　一一　　　一　一一一一　　　　　，　　　　　、　　一　　　＝　　　　一　　一一　　　　一　　　　　一一　　　一　　　　　　　　一　　←　一　　甲　r　　噌’　一　　一　　一＿　　一　　　　　　ρ一　　　　一一　　＿　＿ ’　一　｝　　　一一　　　　　　一　　　　　　　一　一一　　　　一　　　鍾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

人　　口 （万人） 2，809　　　（／98／年） 1816年7月9日正式に独立した。

一 一一『一一一一’，一

＿首　　歴＿＿＿＿．
Buenos　Aires（ブエノスアイレス）　　　　　　　　　一　一　　一　　　一　　　　　　　　一　一’　　←一

一　　一　　一　一　　　一　　一　　　　一　一　　　　　　　　　　’　　　輌“一　　　　一一　　’一　　　←　　　　“　　－r
｝一一　～　　　　一　　　　　　　≡　　　　　　　　　＿　一　　一　　　　　　　　　　　　一

通貨単位 Pesg」型）
一　一一 一一～｝一一一←→一

独立年月日
／8！6年7月9日　　　　　≒一，A｝一一一一一一

一一　　一一　　　←　　一　　一　　←’　　　一　　　　　　一一　　　一一 一　一一，一一←一
一一　　一　　　　一一－　　　　　　　　一　　一 一　　一　　　≡－P　　　　　　　　　　，　　一　　　　　　＝　　←一一，〔　　一一　一一　　　　参　　参　　　　　　一一　　　　一｝　｝　一　　一　　　　　　　参　　　一　　　　　　　一　　　，　　一　　　　　一　　　一　　　　　　　　A　　　　　　　＿　　’　　一　　　＿一　　一　　　　一　　　　　一　　＿　＿　　　　一 ←　　　一一｝　　一’一　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　，一　　一　　一　　　　　　　　一　　一　　＿　　　　　　　　　　　＿　　＿　　　　　＿＿

．一一独立以前＿＿＿ 一スムイ．ンの植」匿地L＿＿
一 一一　　　一一　　　一一一一　　　　　　　’一　　一　　　　　　　一　　一一　　　　　　　一　　　＿

一　→一一’一　　　　　一　　｝　　÷｝　　　一 一　　｝　　　一〔　　　＿｛　　一　　　　A 一A一一一一一一一一≡ 一一

一　一 一”，一一一
一一

一一A一
一－ 一一

政　　体 共和国
’←一一

←⊆一 一◆ 一

■　　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●

一’ 1魔大学経済研究所
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通称国名 Australia 正式国名 オーストラリア連邦 Co血monwealth　　of　Australia

．位置する地域．

．面一稗（k竺㍉

．人．口．（万人）

首　　府一一’一　｝

通貨単位

オセアニアー　　　　　　　　　一＾一　一≡　　一一一∈　，　一　　，一一　r　　　　－　≡　’　　　　　A　　　　　　一　　一　　←　　　一　　一一　→　　　　ウ　｝一　　一　　　　　　一　　　　　　一一　　一　　〔一　　　　　　》

．726旦4，848　　　　　一

み48」6．＿＿．（．／98／年　）　．

Camberra

三㌫1三議許一ズト㍗3’

』墜史　　．」ヱm年英国領宣。．＿坦世紀ま亘自治植民地嘘を整i逸、．1901年▲月オーろ

．連邦を樹立＼1931年肇実上独立国ζなる豆．＿．　　．＿＿一．．　＿　一

　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　⇔　　　　　　←　『一　　　　一　　一　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　｛ひ　　　一　　　　　　　一　　　　一　　　一　　　→　　　　一’　←　　　　｝　　一　一一一　，　　　＿　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　一

　一　　一，　　一　　　　　　一1　　－一　　一　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　一一一一｝〔一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　一　〔’一　　一　　　一　一　　　　一一　　　　一　一→　　　　　　　　　　　　　　　　一A－一　　一→一一　一一一　　’－F　　　≡　　　　　　　　一　　　　　　一　＿　　　　＿　　一　　　　　　＿　　　　w　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　→　＿

一一≡一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一←r－一参≡噌一ウr一劃｛一一A一

独立年月日　　　　　　　｝

独立以前

　　　　　　　　一一
政　　体

／90！年／月（／93／年）　　　　一　　←　　　　　　一，　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A

英国領有

　　　　　　r

　－一噌
英連邦加盟の立憲君主国

　　　　　　　　　　　｛　　　　　　一　　　　「一　　　一　一　一←’

－　一　　　　　一一　　A　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　≡　　　　－　　　　　　　一　　　　一　一一　　←一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

通称国名
舳紅ね　］［三三二匡ストリァ

｝一、・r…　亀　A■　w　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●　　■　　　’　　　　・　　　　　　、　　　・’　　　●肩　　■一’　、　～　●＞s　　　　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨー　一一一A　　，　，　　一・’、．　一　　一■　一　一　　頃　　r　　－一一’　一’←　一　　　一　’■一一一　　一一一一

　　　　　　　　　　　　　　’■　　　　　　　　　Republik　　Osterreich

ヨーロツパ　ー　西ヨーロツパ　　　　　　　　　ー一～ 略史　　．由部旦＝口旦．辺一租国．L＿1278～1918年まではハプスブルグ王．家が茎配
位置する地域＿一　　　一一　　　一　　一一一　　　一　一　　　一　　一　←　　一一　　一　　　　1

面　　積（km£） 一8旦⊥8坐旦一＿＿．＿＿＿＿
第1次大戦後共和国となり、1938年3月ドイツに併合、第2次大戦後は米・英・仏・ソ　　ー　　　≡一一一一　一一　　一　　｝　　●一　　　一

＿＿　一　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　一　　一一　一　一、　

人　　口（万人） 75／　　　　（／98／年） の四国によって分割占領されたが1955年5月15日主権を回復、同年11月5日永世中立を
一一　　　　一　一　‥　　一一　　一　　　一一　　　　　　　　　｝　　一

　　　　　　　　　　　，一一∨一一一

Wi　en

　　　　　｝一一一

’＿首＿．府

　通貨単位 Schilling（シリング）

一
　独立年月日

一＝一一　　　　　≠　　P　　－　　一　　一一　　　一一　　　　一 一一一一一

」虫立以前＿＿
≡　一　　　　　　一　　　，　　，　　一　　　　一　　一　　一　　　　一一　　　一一，　　　一

＿一一一∨政　　休＿一一｝一一

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

連邦共和国　　　　　　　→’r　

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

＿一　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一｝　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一

　　　　　一一一一A←一，
●A

　　◆　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

一 橋大学経旅研究所
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　●　　　　　　　　　　　　　　■

通称国名 跡…’
　　．　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　・

Co㎜onwealth　of　the　Bahamas

．｛逃｛する地域．一

面　積（km又）

人，　［：1（万人已

首　　府　　　　一一→一一通貨単位一一＿一一A一一←一

独立年月EI　　　　　　－－1

独立以前

　＿｝一政　　体一　　一　　　　　　　　　　　　←一　一　　一　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　　　｝～一一　一　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　，

アメ．リカー一カリブ海　　　　　．

／3，935－一一一一　

25　　　　　（／98／年　）　一　　＿¶一＿一一→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューNas§皇旦（才ツソ＝》＿　プロビデンス島）

Bahamas　dollar（バハマス　ドル）＿＿　　一　　　　　　　＿　　　＿　＿　＿　　一一一　　r　　　　　’　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　～｝　　　　　　〔　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　一　　　　参　　　　’　　　　一　　　　　　｝

／973年7月／0日　　　　　　　　　　＿〕“一吟一一一一一一一⇔

スペイン領・イギリス領

　’

一一
英連邦加盟の立蜜貫主甲．　＿＿　＿

略三二「米；プロ
　　　　　　　　　　リダ半島東沖88キロの地点から800キロにわたる西インド諸島北部の群島

　（約700の島より成り、その内有人島は29）。　1492年10月12日バハマス諸島内のサンサルバ

　ドル島をコロンブスが発見、新大陸発見の端緒となる。　1782年スペイン領となり、翌1783年　　一一一一一一÷　’一一一一’一←←＿一＿一←｝

　イギリス領となつオ⊂。－　1964年自治権を獲得、1973年7月19日独立ざ英連邦33番目の国となる。

一　　　　　　一　　　一　　　　一　　一へ　　　　　一　　≡‥一←　　一一≡　　〔　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　一　　一　　一　　一　一　　　　　　　　　　　　一　　　　’A　→　　　　　一　　一　　　　・　　一　　…　　・一一　　→　一　　　　　　　一　　　　一　　一一　　一　　一　　一　一　　　　　一’　　　　　一　　　一　　一←　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　＿＿　　　　　，r　　　　　　＿＿　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　一　＿　　＿　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　＿

　一一一A－一←一一〔　一｝一→一　　一，一一一’一≡一一＾←＋＿

　　　　　一，←A－←一一一一
P－　　一　　一　F　　　　噌　　　　　◆’　　　　●一　　　　一　一←　　　　●　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　｝　　’　．　一　　　一　　　　一　一　　　　　　　　｝　　－P　－　　一　≡一　　　　　一　　　　　　　一　　一　　可∨　　一一　　一　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　一一一一　一一一一一÷≡　一一　　　一＝　　　　　一　　　　　一　　一　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一，一

通称国名 B 正式国名 バーレーン国 State　　of　Bahrain　（Dawla　a1－Bahrayn）

位置する地域

面　　積（km乳）

人　　口（万人）

＿首＿＿」む＿＿＿

中東

622

32 （／98／年）

」4皇型旦（ヱ±ヱL＿＿＿＿一＿＿＿．

dinar（バーレーンデナール）

英国保護領

首長国（ハリフア家「Khalifa家」が

首長を世襲

陥史　　　ペルシャ湾西岸のカタール半島近くに位置し、大小33の島からなる。　16世紀以後

ポルトガル・イランの支配をうけ、1880年英国の保護領となる。　1971年8月14日独立した。

一 1占大学経済研究所
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通称国名 Bangradesh 」］E式酋已グラ；シ〔共和亘’」璽・・《i・lf Bangradesh

位置する地域

面積（km）

－A＿但一（万人）一一

首　　府

通貨一単位

独立年月日

独立以前

政　　体

アジア　ー　中南アジア

／43，998

．9！ρ≦旦一　（∠2εz年　）－

Dacca（ダツカ）

Taka（タカ）

／97／年／2月／6日

　　参照：　略史

略史　　．．南東部がビルマに接しているほかは、．周囲．をイ之ドに囲まれ、南はざンガル湾に

臨む．1947年の印・パ分翻蝉の際東ベンガル地方（現ノ】グラデシュ）はノ詳スタンに

併合され東パキスタン州となった；　東西パキスタン｝巳地理的に離れているうえ・人種・言

語・生活様式も異っているため、東パキスタンでは自治権拡大運動が続き、1971年12月16日

パキスタンから分離独立した。

英連邦加盟の人民共和国

参題；．鮭ユ§迦

通称国名 ＿二　ユ這；茗』パ令
バルバドス

＾＿＿，．．一．＿、＿《＿＿＿ ・　唱一＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　〉一　→一　　　’　　　　　　　　　一　　唱　　　　一　　一一＾　　A　　　．吟　一　　　　　，　　　　＾　　　　一　　　〔　　一一　　◆　晶　　＿一◆＿　一一一一　　　・　　　　，一　　　←一　，

　　Barbados

位㌫する地域 ．ア～ζリカ．＝一カリブ海＿＿ 陥史 カリーブ海酉インド諸慶の塞蜷｛ζ位堂る。．1壁7年墓題となる。－1958年西インド
’　一　　　　　　　　一　一←　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　≡　　　一　　　　一一

◆一一＿》 一一

匝．．坦k・λΣ、
43／一一一　　　　一　　一　一　一　　　　　　　　　一　　　一　　　一一　　　　÷　　　　　〔’　　　　　　一ρ　　　一　一　　　”一　　一’一“　　←　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一一　　一‥　　●

一’←〔一一一’　 一，一≡

連邦に参加、1961年10月内政自治権獲得、1966年11月30日独立した。　　　一　　一　　　←　　　　　　　一　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　一　←　一　　一　一　　　　一　　　　　　㎜　　　　　’　一一　　　　一　　　一一一　　　　　一一　＿　　’一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　●　一　　　　　一　｛　　一一一←一　　　　　　　　　　　　　1　－　　＿　　＿　　，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　一一　　一　一　　　　〒一一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　｝　－　1　　　　　　＿一　　　　＿　　一　　　　　一　一　，

人　　口（万人）
27　　　　　（／98／年）一　｝　　一　一一一　一　一　　一　　　一一　　一　　　　●一　　　　　←一　　一　　　　A　－　一一　　一　一　　一　　　　　一　　　一一　一

＿一＿一一一A－｝＿一一一一一　一一　　一　一｝一　　　　　　　　　　　｝　　　　　一　　　　　一　　寸　→一　　　一　　＿一’ ｝ 一一　　一　一一一　一　　　　　一一一　　　＿r　＿＿　　一　　　　一＿　　　　　　　＿　＿

＿首＿一」且＿＿＿ Bridgetown（ブリッジタウン）
一→一，A－一一一r ＿一＿一 一一一｝一一

一　一≡　一　　　　　　　パー　一　　　　一一　　　　一　　一　　　　　　一　　　一　　　”一　　｝　　　　　一一　　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　＿　　　，　　＿　　＿　　＿－　　F－＿　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　一　一　　一　　一苧　一r一　　　　一　　　　　　　一　　　　　　＿

バルバドス
＿通錘迫位一＿

Barbados　dollar　（　　ドル　　　　　　　　ーA’一 ）
一→←｝ 一　　　　　一　　～一　　　　　一　　一　　　一一一　　　　　一｝　　　→　　　　　　　　　〆 一 一　　　　　　く一　　→　　　〔一一　　　一　　←⇒“　一　　一　　　一　　　　一　　　一一一　　一一一　　　一　　一　　一　　一　　一一　　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿，　1　　－一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　『　　　　　一　　　　一　　｛　　　　　，　　　1　　　　　－｝一　　一〕　　　　一　　　　一　一　　←　　　＿　＿吟

独立年月日一＿　＿　　＿一　　　　＿　　r－　　＿　　　一一　　　　一一　　■　　　　一一一　　　’　　　　一 ／966年／／月30日一　　　｝　　　　一“一＿　＿＿｝　　　一＿　　＿一＿　　＿一　一　　一　　一一　　　←　　　’　　　　　　一　　　　　＿　　一一一　　　　　＿　一　　　　，

一一 ペー←一〔r－一一一一一
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　’　　　　　←　一一　　　　　　　　　　一　　　一　　一一　　一　　一　　　一　　　　　⇒｝｝　　　　　　　　　　一　　　一　　　’一　　　　　一　　一｝←　　一　　　一｝　　一　　一　　　一　　｝　　　　　　一一　　　　　，　　　　　一　　一　　一一　　一　　　　＿　　一　←　　　　一　　　＿＿　　一　　　　⌒　　　　＿　　　　　＿　　一　＿　　＿＿　　＿　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－÷一

＿独立以前＿＿＿
英国領一　　　≡　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　一　　　一＿　　　一←　　　　　　　　　一

一 弁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　’　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　甲　　　｝　　A・　　　　　　　　＿

一一　　一一一一一一一“一一▼一＾一

←｝
一

　

政　　体 英連邦加盟の立憲君主国

●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　■　　　　　　　　θ　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　◆　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●

・ 協大学経済研究〃1
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● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　◆　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　．　　　　　　●

通称国名 Be1
＿」已竺一giΨ（㎞i醐一gi6）

位置する地域 ヨーロツパ　ー　西ヨーロツパ 順史 欧州大陸の西北部に位し、北はオランダ、南はフランス、東は西ドイツと

←一一
面　　積 （k♂） 30，5／3 ルクセンブルグに国境を接し、西は北海に面している。1830年迄オランダの支配下

一一
　　一一一1－一“

人　　〔1 （万人）
986　　　　（／98／年　）　　　　　　　’　一『1

にあったが、レオポルドー世を国王に推挙、1831年君主国となった。

首　　府 Brussels（ブリュッセル）
一一一

通貨単位 Franc
｛ 一一一

一一　　　　　　　一一一　，　　　　　　　F一　　　　　　　　　　　　　一“　　　←　　　→　　一　　　　　　一　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　｛

一⌒ 一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　－　　　一　一　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝＿　＿　＿＿　　　＿＿一　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　一　　　　　　　一　一　　　　　，　　　　　　　一　一　　　　　　　　一　　　→　　，，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

独立年月日 ／83／年6月
一一一 ’⇔一一一　

独立以前 オランダ支配

廻（　　体

一

立憲君主国
一　

一一一 一一 ’一一一一＿一　一一一←＿一一一一一一’←一一←｝一一’一一一一一 一一“一　一 一　一一　　　一　一　　　｝　　　　　　　　　　一一　　一一←←　　～　　　一　　　　　　　　’　　　　　一　一｝｝一　　一輌P一　　　　　　　　　　一一一　一　　←＾｝　一　　　一　　　　一一一一｛　一　　　　一一　’一一　一一　　←一一　一一＾　　　w　　　≠　　一一一一　一一一　　　　一　　〔　　一　　　　　　　一　　＿＿　　　　　　＿　　→　＿　　＿　＿＿＿一　　　＿

通称匡名
Belize 正式国名 ベリーズ Bellze

位置する地域

面　積（km）

人　　口（万人）

＿首＿＿正L．＿＿　。

通貨単位

独立年月日

．一独立似前＿＿，．

政　　体

アメリカ　ー　中央アメリカ

23，000
／と　　　（，／98／竺）

旦1型鯉旦（型堕…パ≧L．

．一旦皇旦旦旦．坐旦壁」ざり．一ズ　ドル）－

1964年！月（自澄権獲得｝

英国植民地＿

陥史　　　中米ユカタン半島南方にあり、北西部をメキシコ、南西をグアテマラにはさまれ、

カリブ海に面している。　17世紀に英国人が入植、1862年以来イギリスの植民地であったが

19C4年1月新憲塗1⊆より内政自治権を獲得し、三973年自治領名を英領ホンジュラスから

ベリーズと改めた。

“大’？経済研究」リ｜
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通称国名 Benin（旧Dah・mey）iE式161名

位置する地域

面　積（kめ

人｛二1（万人）

首　　府

通貨単位

独】ソ：年月日

6虫立以前

政　　体

アzリカ　　＿西アフリカ

／／2，《622

364　　　　　／98／年

Porto－Novo（ボルトノボ）

Franc

／960年8月／日

フランス植民地

ベニン人民共和国　　　　　　　　　　　　　　Populaire　de　B6nin

　　　　　陥史　　　アプリ力西都、ギニア湾に面レている。　1§92年フランろがダオメー植民地を創設。

　　　　　1904年仏領西アフリカに編入されたが、1958年フランス共同体内の自治共和国となり1960年8月

　　　　　1日独立。　1975年12月国名をDahomeyからBeninと改めた。

位置する地域．

面　横（km又），

人　　口（万人）

＿首一＿＿困ニー

　通貨単位＿

独立年月旦

　独立以前．

アメリカ　．　塾萱南アメリカ

／，298．，58∠

576　　　　（／98／年
嬬蹴；・量駄ス）

鯉＿旦口⊥虹鎚9旦（ポリ．ビア．一ペソ）．．、

ノ82±年／月

ペルー副王領　　．

、和国

．
」＿＿＿＿一＝、．

ボリビア土ヒ租国

　　　　　順T三
Republica　　de　Bolivia

函米虫央劃⊆位置するアン呈ス山虫の囚塵国で査く旦イ．ンカ帝国のr部。．

政　　体

1532年スペインに征服され、ペルー副王国に編入、1825年独立して「ボリーバル共和国」

を樹立、のちに「ボリビア」と呼ばれる。

・ 橋大学経済M究川
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通、称白」名

｛匂『｛する地域

面

人

百　　府

通貨単粒

独、γ年月1：1

独、刀以前

政　　体

通称国名

位樹する地域

面　　積（kmλ）

人　　口（万人）

●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■ ■　　　　　　　　　　　● ・　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　1　　　　　　　・　　　　　　　・

Botswana il三式国名 ボツワナ共和国 Republic　　of　　Botswana

1域 アフリカ　ー 南アフリカ

、

三二r…南アフリカ、ジンバブエとナミビアに囲まれた内陸国。　1885年にイギリスの

（kmん）

600，372 保護領となり1891年から駐南ア英高等弁務官が管轄。　1966年9月30日独立。

（万人） 85 （／98／年 ） （旧ペチュアナランド）

Gaborone（ガボロン）

Pula（プラ）
噌←

1 ／966年9月30日

英国保護領

　　一

英連邦加盟の共和国

一

　　一一　『一一一一一一一’｝ 一一 〕一 一一一一一一一←一一一▲一一一－一一 一一一一一←一
→　⌒　　s一一一　　　　　一一一　　一　一一　←←　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　，一一　　←　　一　　一　　一一一一一　一一　’一一，　一　　一　　一　　　一一　　　　1　　＿　　＿＿＿　＿　　　　　　　　　　一　一＿　　　　　　　　　＿

．＝＝＝＝＝
・

Brazil

φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ

［1三鵡z
’

巨　　　　　　　A
ブラジル連邦共和国

、 　　　．　　一　．　　s‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　　一一　　，　　　　　　・　　　●　　　　　　’　　■　　．　　一　　●－　r　　　　　　　　　　’　　一　　　　　　’一　　　　一一　　　　一　　φ▼　’　●一　一　　←－－一一一　一一一　～一　　一　　　一　一一

Rel）ublica　Federativa　do　Brazi1

μ域． アメリカ　：二 熱帯南アメリカ 陥史
南米大陸東北都にあり南米最大の面積をもつ。1500年ポルトガルのカブラル　　　　　　　ー一，一一一一一

一一→ 一一一一一一一一
一一　　r　　－　　一　　一　　　　　　←　　　　一　　　→　　　　一　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　一　一

一一’一←一　一一一＿＿一〕一　一｛一

8，5／／，9《≦5

／2，／55 （／98／年）

提督が来航、ポルトガル領となる。1581年ポルトガル本国がスペイン王の支配下に入った

ため、ブラジルも1640年迄スペイン領であった。　1822年9月7日（独立記念日）独立を宣言。

一首一＿肘．．＿．＿－Brasilia（ブラジリア）

＿通貨堂位．＿＿一．一£工旦x旦旦．くク2とゼイ1⊇）

1889年11月5日（共和国記念日）軍部の無血革命によってブラジル共和国が成立した。

独立年月日　　　　／822年9月7日

＿独立以前＿＿一＿＿一丞』Lhガル領＝ゴ．丞ざイン領．＿

政　　体 連邦共和国

・ II6大学経済研究所
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　●

通称国名 Brunei

■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●

r臼舳元」ブw
■　　　　　　　　　　　●

（英自治領）’”
・　　　　一　　、 ・

斑菖｛する地域 アジア　ー ．東南アジア 略史 ．ボルネオ鳥北西都に位置する。　マ．レーシア連邦サラワク州リンバン地区によって
←一一≡～，≡一 論一一←

　

面
　
　
積
↑

（km乳） 51765
一巾← 一“

国が二分されている91888年英国の保護領となり、1959年国堕、外交、治安問題以外で自治を

人　　口 （万人） 24　　． （／98！年　） 認めた英 ・ ブルネイ協定に調印g　同年新憲法施行g　1971年協定を改定し、内政は完全に独立

首　　府 Bandar　Seri 埠㎜（バンダルベガワン）セリ
外交・ 国防は双方の協議で決定。　1978年6月訪英したサルタンは、1983年末完全独立すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

通貨単位 Brunei　Ringgit （ブルネイドルB＄） で英国と合意し、1979年1月サルタンと英外務担当国務相が独立友好協定に調印。
” 一一

一

一一≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
独、γ年月日 ／97／年

（内蜘立）（認撮騒一

独立以前 英国保護領

政　　体 立憲君主制 （世襲制）

一一÷｝’一一一一一一｝一一一’ 一一｝一一r－一’｝『　一，⌒一≡一一一一 一一一＿一一
一 一　　一　　　一一一　　　一　　一｝　｝一『　一　　　一　　　一　　　　一　一一→　　　　　　　　　　　　　　　〉　　一　　　一←一　一一一　　　　　『＾｛　　一｝　｝一　　　　一　『　一　一　一一一一　一一一÷一　　一一一　一一一一一一一　　　　一一一　一一一一　一　　　　＿＿　　，　　＿　　＿　　　　　　＿　　＿　＿　　　，＿　　　＿

通称国名 Bulgaria 正式国名
巨三リア三元ご

Narodna　Republika　Bulgarya

位置する地域

面　　積（kmみ）

人　　口（万人）

＿首＿＿」止＿＿．＿

通貨単位

独立年月日

＿独立以前＿一．＿＿一

政　　体

ヨーロツパ 東ヨーロツパ

／／0，9／3

889　　　　（／98／年）

Sofia（ソフィア）

Lev（レフ）複数Leva（レバ）

／908年

＿＿
参照L路．．史一＿＿　．．＿．

人民共和国

1晴史 びルカン圭島の東北部に位互る．。＿旦世紀に囚ラゴ族び定住したが、7世紀後半に

区麹二2しi塑之些亙1墜醒入L㊤．1笙主と型1Z圭国が成立し土止」塑獲衷旦ニマ竜国領

となった。1186年独立したが、1396年トルコに征服された。　1878年のロシア・トルコ戦争

の結果、自治権を獲得1908年再び独立した。

・ 硫大学経済研究所
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　●

通称国名 趾竺”
　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　■

正式国名　　　ビルマ連邦社会主義共和国
　　●　　　　　　　．　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　‘　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　・

The　　Socialist　Republic　of　the　Union　of　Burma

略史位置する1塾駐．
面　積（km弓’一→’｝　一一一

．人一口（万人）一

首　　府

アジア．二＿童南アジア　　　　．、．－

676，552～　　　曽　　　　　　　　＿　　　　　一　　一　｝　　＿　　　　　　　’一一　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　一　　　　＾　　　一　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　一　　　　一　一　　　←一一　　『

．3ユ6．！7＿．＿工乙旦8／年　，＿

Rangoon（ラングーン）　　　　　一一　一一一一一一←一一，一一一A一

　　　　　＿，インドシナ半島の西部を占める。　Lower麺塑旦（タイ国西方の海岸地帯）、

　Upper　Burma（内陸地帯）およびShan　Statesから成る。　1886年英領インドに編入されべ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　一　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　｛　　一　　，一　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨　　　　　　　　　一一　　　　一　一一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　〔　　一　　　　　　　　→　　　　　　　　　一一一一　　　　一　　　　　　　　　一　　一一　　　　　　　＿　　＿　　　　＿　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　　　＿

　たが、1937年英国直轄植民地となり1948年1月4日完全独立国となった。一　一『　　　　　　　　　　　　一一一一　　一　　　　｝　　　　≡　一　　　　　一　　　一　　　『　　一　　一　　　，　一　　一一一一　　一　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　’　　　　　　　　一一《一　　　つ一　一一　　，　　　　　　、一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　｛　　　　　　　　　　一，　　　　　　　　一¶←　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一一　　　　　　　　　→　　　　　　　　　一　　　＾

“　　一　　　一一一　　一　　←　w　　　－一　　　　　一　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一一　　　　　　一　　　　　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　’　　－　　　　　　　　1　　　｝　　　　　　　　　　　　←　　　　一一一r　　　　　　　　　　　　　　－　　一一　　｝　　一　一　　一　　＿　’　　　　　　参＾　　　　　　　一一＿＿，＿　　　　←＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

Kyat（チヤツト）
　一一一一

通貨敢位一一一一一←1〔一一一一一｝一｝

独立年月日＿一｝一一｝一一〔一

独立以前

　　　　　　一
政　　体

　　　　　　　　　一≡一Aヂ〔一“一’
／948年／月4日一　一　一　　一　　　一一A－　　一　　一＿　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　”　｛　　一　　　　　　　　　一一

英国直轄植民地

　　＿一’一一〉’
社会主義連邦共和国

　　一一一｝一一

一一一一一一’

｝＾÷　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　指　　　　　へ｝　　一　一　　　　　　〕　　　　　　　　　　　一一　　　　　　’　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一▲　　　　　　　　　’　工　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　〔一　　　　一　　　　“←　　　　一　　　　　　　　　一　　　’　　　　　　　　　　　一’　一一＿　　　　　　　　　　　一　一　　一　　　　　　＿＿一　　　　一　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　＿

　　　｝　　　　　　　　　　一　　一　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔

　　－1’一A一一一〔輌『－一一　←　一　w≡一一｝一 一’一｝一一一｝已一一一一1●一一
＾　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’　一　一一　　一一一　　一　　一　一　　　　一～　　　　一←　　　一一一＿　　〔←一　　　　　＿　　　＿　←＿　一＿＿

通称国名
＝≡一…… ［三云

〉　　甲“⇒㎜一

ブルンデイ共和国

一、一■、s、‘．寸●一’、　→　　　　　　　　　　　　　　　　●　■一，　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　㎏　一　→　＿－　　P　　　　　　　　　　　～　一　　，　　　　　　　　　　→　，輪　　　一　　　＿　　　一一～＿　，　一＝＿　一一＿一　　　一　　　一　＿一＿＿　＝P

　　　　　　　　　　Republic　　of　Buτundi　（Republique　du　Burundi）

位置する地域

面　　積（km）

人　　口（万人）

＿首＿一」i［＿＿＿＿一

通貨単位

独立年月日

＿独立以前＿＿＿＿＿一

政　　体

アフリカ 東アフリカ 陥史　　　アフリカ東南部タンガニー湖北岸に臨む。　1885年ドイツ領東アフリカに編入。

27，836 1919年ベルギー委任統治領となる。　1962年7月1日独立、1966年共和国となる。

435 （／98／年）

旦旦⑭魎旦（ブジュンブラ）

．Brund　i＿Franc．．（プ：ルンデイ＿フランL

／962年7月／日

ベルギー委任統治領

共和国

一一 橋大学経済：研究u斤
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　●

通称国名Cambodia

●　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

　　　　正式国名

・　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●

The　Democratic　Kampuchea（民主カンボジア．・一　ポル・ポト政権）

■　　　　　　　　　　●

政　体

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■

立憲民主国一　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　一　　一　　’『　一　　　一　　一一＿

人民共和国PeoPIe，　s　Republic　of　Kampuchea（カンボジア人民共和国　一　ヘン・サムリン政権）

位置する地域 アジア　ー　東南アジア　　　面　積（km㍉ ／8／，035　　　　　人　口（万人）　　575　　　　　　（／98／年）

首　　　　府 Phnom　Penh（プノンペン）　　　　　　通貨単位 Rial（リアル）
“

ニイ述シ土半島の南西部に位置塾る←糸己元1世紀末．ト扶陸L伍u二画＿とゼわ血左王国に工．＿丑南．は現在のタ互からビルマ

南部、マレー半島全域を支配、東南アジア最強の勢力を持っていたが6世紀に衰退、 北方属国の同系民族国家真1］趣hen一

　　　　　｝｝→一一F－→

1a）に併

合された。　8世紀に一時ジヤワの勢力下に入ったが9世紀初頭真‖蜘のジヤヤバルマン2世が民族を解放、カンボジアの統一を達成し、
一一

『1－一一一一　｝｝一一㎜1－r－…

　　　　　　 一一一一一一一｝一一一　一一一『一一一皿一一”一A一一一一一’一一㎜A－一一一＿一A　一一一一一一一，r＿＿一一

　　この体制は1970年クーデターまで続いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一｝一←一
アンコール王朝を築き6世紀にわたり栄えた。　その後タイ、ベトナム両民族の圧迫により衰退。　1863年フランスの保護領と成った　　　　　　一→一一一　一一一一一｛＿一一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亡　←　　一

が王制は存…続し、1941年4月シアヌーク殿下力i国王に即位した。　シァヌーク国王は国王親政による独裁体制を確立し、1953年11月9日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

完全独立を達成した。　その後1955年3月2日退位して、人民社会主義共同体を結成して総裁に就任し、国民議会の全議席を占領した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

1960年4月スラマリット国王が死去したがシアヌーク殿下は復位せず、同6月憲法を改正

1　　一　　　　　　　　　一一一　　　　　　　　｝一　　　　一　　　一　　　　　｝　　　　－－　　←　　　　｝　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一〕　　一一　　　一　一『　　　　一一　　’一一一　▼　　　　一一一一　一一　一　　一一　　　一　一　　一　　　　＿　　　＿　　　－r－　＿　＿　　　　　＿　　　　　　＿＿　＿＿＿

し国王を空位のまま国家元首に就任した。　こうしたシアヌーク独裁に反発し、1970年3月18日国会は外遊中のシアヌークの不信任案

を司決 国家元首から解任一ル首相のクーデター S　　した　　ロン・　ル　　は10　9　二比　　　　　　z一　嘗言

クメール共和国と改称、初代大統領に就任した（1972年3月14日）。　シアヌーク殿下はクーデター後の3月23日、北京でカンボジア

民族統一一戦線、王国民族連合政府の結成を発表、これに左翼勢力も参加してロン・ノル政権打倒を目指す内戦が始まった。　こうした

再三の内紛を経て1976年4月13日民主カンボジア政府が樹立され、ポル・ポト共産党書記が首相に就任した。　しかし、その後も内紛

は続き、ベトナムの介入も加わわって政権の打倒を操り返えし、1979年8月11日に人民共和国を樹立した。　民主カンボジア政権主脳

はタイ国境に逃がれ徹底抗戦を宣言、内戦は続いている。　日本は国連議席を持つ民主カンボジア（ポル・ポト政権）を承認。　国土

の大半は人民共和国側が支配している。

　一r糟一一一一『一一一一∋一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→｝一

　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一　　　　　　　　　一｛　　　　　　　　　　一一　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　一　　一一〕　　　　　　　　　　　　－　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　＿

■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　．　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

一 橋大学経済研究所
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　■

通称国名
　　　　●　　　　　　　　　　　●

Cameroon

　●　　　　　　　　　　　●

正式国名

●　　　　■　　　　　　　　　　　■

カメルーン連合共和国”．」旦t二d二興bfic三』。。：’”°”°

位置する地域 アフリカ　ー 中部アフリカ 陥史 アフ旦虹由西部、ギニア湾奥｛ζ面している。＿ユ鎚4年ドイ．ツの保護領とな2たが、
＿＿　　　≡　　＿　　　　←一　　　一　　　一　　　1　　　－　　←　一

A→一 一＿一一一一一一一一一一一’　一 一｝一テ← 一一 一←

面　　積一一”←一 （kmみ）　　　 475，442　－一　←一

一｝¶ A　一一一一 ｝

第1次太戦で英㊤が分割。．第2次木戦後の1946年国連が画璽口信託統治を認めたことから独　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔｝一

＿人＿口 （万人） 一865　＿ （／98／年 ）
立運動が高まり、1948年仏領地区にアフリカ民主連合（RDA）の支部としてカメルーン人民　　　一一十一＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一←一＿

首　　府　｝一一

一

Yaounde（ヤウンデ）一一一〔一　一　

一一 へ←　

同盟 （UPC）が結成された。1957年フランス政府は仏領力メルニンの自治を認め、1958年の

通貨単位一一一｝一一

一

CFA　Franc（CFA－一｝｝一一｝　　一…一 フラン）

一一←
一

国連総会で独立が迭笙L19CO年1月．1日正五独立。．華鍾±『1ロレーンのうち北部地区は1961年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　e　　一　一　　一　　一一　　　一一　一　　　，　　　　　一　　　　　　　　　，　⇔　　　　　　＿　　　　　　　　　㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

独立年月日 ／960年／月／日 2月の国民投票でナイジエリア編入が決まったが、南部地区は旧仏領カメルーンとの連邦制

独立以前
全土の5分の4の東都
全土の5分の／が

　　仏領
英領

を選んだ。 1972年5月国民投票で連邦制を廃止して単一国家となり、国号をカメルーン連

合共和国とした。

政　　休 共和国

｝’一
’　　←　　　　　　　一

一一 一≡　’　　　　　一　　　一　　一　　　　一▼　－r　　　　－　　一　　　’　　　　　　　　　　　一　　一　　　一　　　一一　　一　≡一　　　一一一　　’　　→一～一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡－　r　－＿＿　　　ぺ　　←　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

通称11ミ｜名 Canada 正式国名 カナダ Canada

位置する地域

面　積（km乳）

人　　口（万人）

二首．＿一掴二＿＿＿＿

＿通貨堂位＿．＿＿＿

独立年月日

＿独立以前＿一＿＿

政　　体

アメリカ　ー　北アメリカ

9」」乞2ムLム≧旦．＿＿＿

2，42／ （／98／年）

Ωtt鯉』LエオタコL＿＿＿．．

Canadian　dollar（カナダ　ドル）

＿参照L』盗＿史＿＿．＿一＿＿＿＿＿＿

英連邦加盟の立憲君主国

陥史　」492年ジ迫ン⊥カボッコこが三ユニフアンドランドを発見、一英国領を宣言し7ζ。．

1604年以降ケベックなどにフランス人植民地を建設、カナダの植民地をめぐり英仏が抗争、

1763年パリ平和条約で英国の支配権が確立した。　1867年英国は4州からなるカナダ自治領

を承認。　1931年完全な外交自主権を確立、1949年国内体制を完成した。

・ 橋大学経情研力，り1
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通称国名
Cap，　Ve；de」一竺IKI名 tカぷデ蜘国　’ Republic　　of　Cape　Verde　（R6publica　de　Cabo　Verde）

一｛立置する地域

面　積（km）

人口（万人）
首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

アフリカ　ー　西アフリカ

4，033

33　　　　　（／98／年　）

Praia（プライア）

Escudo（エスクード）

／975年7月5日

ポルトガル領

共和国

…区］二三三都ダカニルの三？壬亘9北栖洋上｛こ三大小15の島から成る．

　　1446年ポルトガル人が発見。　1963年ポルトガルの海外州になる。　1974年12月ポルトガル

　　とギニア・カボベルデ独立アフリカ党（PAI㏄）からなる暫定政府が成立、1975年7月5日

　　独立した。

通称国名
…τ三二三ユ壷｜名

＿＿．＿．ゴ＝＝一＿．＿＿．．、．、．．、＿＿　．．　　．“．，、

中央アフリカ共和国

　　’　・　’・◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一←　　＿”一　　’　　　　　　　　　　　　←　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　＿，　一　→＿　＿　　．　＾～一，≡・一＿一＿　　＿　　　　一＿＿＿←　ゴ

Centra1　African　R・public（R6publique　Ce皿trafricaine）

　アフリカ　ー　申部アフリカー一一一一一一1←，＿㎡一一 陥史
アフリカの中央、赤道下に位置する。19世紀末からフランスが侵入以来フランス　　　　　　　ー一一一←一

位置する地域一←－1－一一一‥一一一A《P←一→需一

面　積（km㍉一　＿　　　　＿＿　　　～　　　　　＿＿　　一　　　　　　一　　・　　一一　　一　　　　一一　　　　＿　一一一

＿6旦2．足984　　　　＿＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝　一　一　　　㎜　一　一一吟　　一　　｝　　一　一｝一　　一←　　一一　一一　　一　　一　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　　←　　一一　一一　一一　＿　＿＿　　＿　　r　＿

の植民地であった。　1911年から一時ドイツの支配下に入ったが、第1次大戦後再び仏領と

人　　口（万人） 222　　（／980用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　←｝　　　　一　　　←一一　　　　　　一一　　一一　　一｝　　　　　一一→　　　　　＿　　　一　甲一→　一＿＿＿

なり、1958年中央アフリカ共和国としてフランス共同体内の自治共和国となり、1960年8月

首　　府 Bang旦L（ムンぶL＿＿＿一．

一一　　¶一｛～一　　＿，一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一1－　　一　　一　　　一’一一一
13日正式に独立した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

＿通貨巣位 Franc（フラン）

一一←一　 ｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　一胴　　一一　｝一　　一　一　　　一　　r　　　　＞　　一　　　　　　一　→　　　　　　　　　　＿　←　　，｛　〔一　＿

独立年月日 ／960年8月／3日
｝一一

＿独立以前
フランス領一＿　　　一　　一｝

　｝一’一

一一一一　一一一一一一一←一～1

一A→r一一一一←P
政　　体　一¶一一一一｝

　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●

　一｝，　
共和国（軍政）一守一一一一　一一｝

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

｛一｝r－一一一＿　一’

一一一一一一一｝〔w

　－一一
　　●　　　　　　　　　　　●

一一　　参　一一｝一｝一　　一⌒一　一　　　　　『＾　　　一　←　’｛’一　一－一　　一一　　一　　一　　　一　，　　〔－←　　　　　　，　“，1｝　　　“　　一　｛　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一　　一　一　　　一一　一　一　　　’一一一一　　　　　　　　一舗　　　‘＿　　　　　＿＿＿＿　＿＿　　　　　　　＿＿＿≡＿

一一

　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●

・ 1喬大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　　　　■

通称国名

　　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■

Chad　　　　　　正式国名
　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

チヤド共和国

　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　●　　　　　　・　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　・　　　　　　・

R6publique　de　Tchad

アフリカ　ー　中部アフリカ 略史 中央アフリカ北部の内陸国。　19世紀まではバギルミ、ワダイなどの王国が巣えた。
’一→一，

ノ且2－8一仁，ρ一（λ（L－

455　　＿⊥ノ旦z／年、）

　　　　　　　　　フラン）

一一｝一一｝A一一“一一一一一一

＝←『一←－r－一一←

　一一一一

　　　s－一∋一

≡’1｝　　　一　　　　一　　一　　一　一　一　　　　一　　一　　一　　一　　　　一　一一一一一　　　一　　一　　一’一　　一　一　一

　　　　　　　一一　　　一　　　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　一　　　’　　　一　　　　　　　　　　　　　　脚　　r’一　　　　＿　＿　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　←一　　　　一　　一　＾｝一　　一　『｝　〔一一　　　　　一　　　◆－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　－÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

＿．≡の後、互国二之ラン玉・ゼイツ｛乙よ亘探検が始里昼」8些年茎勉㊦協定で国境を定め・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…←　　　　　　　　　　　　，　　1945年仏領赤道アフリカに編入。　1958年11月28日フランス共同体内の共和国となり、

　　1959年3月新憲法下で自治看拡天こ一了扉6牽8月iI百独豆iCだ：一一…一一……　　　　『
Ndjamena（ヌジヤメナ）一一一｛一一一一一一一一一｝－1一一一一一

CFA　Franc（CFA

÷　一　　　　　一　　一　　　　　　　｝　　一　　　〉一　　　一　　　一　　　｛一　　　　一　声一一　一　一　F　　’一一　一一　一、1　　－　　　　　　　｝　　　一一一一　一　一　　一←　一　　　一　　　＿　一一一一一　＿　　→　　　　　　一　＿　　　　　　　＿　＿＿　　　＿　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　＿

位置する地域一9A－一一一一1’●一A－　一一r←一一

面　　積（km獅　　　　　　一一

人　　口（万人）一一一一一＿＿＿＿一一一一一一←一A－一

首　　府　　　　→一一一一＿一

通貨単位一一一一一　一一一一一一｝〉

独立年月日　一一一A←一→一一⌒｝一｝一“

独立以前

　一一一11『一一一一一一一
政　　体一一r｝

　　　　　　　　　　　一一一一一一一一
！960年8月！／日一一　　　1－一一一’一『一　　←一　　’　　　＾　　　一一一　’一　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｝一　　←　　　一一

フランス領

　　　　　　　←

一⇒一一｝’一±一　一一一一一一一＿一，’←〔一

共和国

　　　　　　　『　一●　　一一　一一｝←一一一一一　　　　　一一＾一一　　一一一ペー　r　　－一　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一｝　　一｝　　　　　一一　　一　　　　一一　　　　　一　　　　　　　一　　一一　　　㎏　　一一一　　　　一＿一

一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　　　　一　　　　　－　　　　　　　　　　1　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　－　　　一　　　｝　　　一　　　　一　　　▲一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　｝　＿　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　『　　｝一一　　　　一　　’←　　　　一　　　一　　　　　＾　　　　　　｝一　　　←一　　’一　　　　一　　一　　　　　　　　　　一　　　±　　r　　　　　→一　　一　　一r　　　　　　－　　　　　一　　　　　　　＿　　　一　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝一

一一一　一　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一一一　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　F　　　　　　一　　　噌　一　　　　　　　　　　　　　一　　｝一一　　　　●　　　　　　　一，　一　～“　　一　　　一　　一　　　　　　｝　一　　　　｝　　一　　　一　　　　　　　　　　　一　　一　一一　　，一一　一一　　　　　一　　　　一　　　　一←　　　　　＿　　　　“＿＿　　　一　　　　＿　　　　　　　　，→　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－｝r

通称国名

　　　一一～●｝一　　　　　一一～一一　＿、．　　’r－　　・唱　　　　　　A　　　←　～

Chile　　　　　　正式国名

←　｝・一一

チリ共和国

｝、剛、　　　亀　●’一　　、　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　　　●一　　　　●　　　’ ．一卓”　　⇒．、　　・一・．・’・　　　　．、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　　呼一一一一　　’一●》　一●9　　　　－　　一㍉　　　　　　　　≡ぺ●ら＝一一一一、　　　＿　一’“　一一一＿　一一一一＿，＿＿＿　7

R6publica　de　Chile

位置する地域 アメリカ　ー　温帯南アメリカ 略史
一一｝一一一一｝〔1

面　　積 （kmえ）

　　　　　　　　一一←一←一一

z5亘L945 チリ北部はインカ帝国の一部であった。

米太陸の南西崖に位置し→ヱンデス山脈と南太垂注に退さ．まれた南北に細長塾国＞

　　　　　　　　　　　　　1540年スペインのペルー副王領に編入。　1810年
一一一

人　　口（万人）－r－一一一一一一｝一一

／，／29　　　（／98！年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　
9月18日（独立記念日）独立を宣言、1818年4月独立した。

＿首　　府

通貨単位一一一一一一一｝’

旦ant垣9⊆L【サニン五セゴL＿．＿

Peso（ペソ）

一一　一　　．　　　　　　　　一一　　　一　｝　一　　≡　’　　一　　　　一　　一一一『一→　　一　　｝　　　　　　　一　　垣一 一｝P－｝…　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　一　　一一　一一　一合一一　一　＿＿’一　　一一　　＿←＿＿　＿　＿

独立年月日 ／818年4月
一一　　A　　－＿　　≠　　一　　一一　　←　　　一　　　一

＿独立以前

　　　　　　　　一｝　　　一　　←　　一　　　　　一　　　一　　一一　一　　’　　　　一　　　，　　　　一一　　　　　　一　　　　一　　一

スペイン領

一　一一｝　　一　一　　一　　　｝　　一『　　　　一　　一　一一　　一　　一　一　一　　一　　一一一　　　一＿　＿＿

一一＿→＿一＿　一一一一一一一一一一

政　　体一一A←一←一一一⌒

　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

｝一一一一｝一一一一一一一一｝一一1　一←“⇒寸一一｝一一

共和国一＿＿A－÷一一r～一一←→

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

一一＿一一一一一一〔一一

　←〒，一●一≡’←－

　　　P←一＿一

●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●

一　｝　　一　　一　参　　ひ一　　　　　　　　一一　　　　　　｝　　一　　一　　　　　　　　一一一　　　　　　　　”一　1－一　　　　　　　一　　　一一　一一　　一参　　一　｝一一　　　一　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　一　　一一　　　一一　　　　　　一　　一一÷　一　　　　一　　｝　　P一　　　一　　一　　一　　　　　　　＿　一　　　一　　一　　　＿＿

｝一一一’一 　，一　　一一　　一　　　　　　一’一　　　一　　　　　　　’　－　1　－｝一　一　『一｛〔　　“　　　　　　　　⊥　’一　一　　’　一　　　　　　　　　一一一一一一　≡一一　　一←　　　　　　　一←一　一　　　一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一一　　一　　　　一　　　　　＿　　＿＿　一　一＿＿　　一＿＿＿　＿＿

一　　一　　　　　　1　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　一　『　　一＝一　　　　　　一　　一　　　　　　　…～　｝　　　　一　　－　　　　1　　　　　　　－　　　　一　　　一　　一｝一一　　　　　　　　一一　　　　　　　一　　　　　一　｝一　　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　←一一　　　｝　　　　　　一一　一　　　　　　　　　　　　｛　　　　一　一　　一　　　一　←　　　　　　　　　　　　　一　一　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　＿一　　一　　＿　　　　　　　　＿～　　一＿

一　　一｝，｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　一　　　　　　　W　　　　－　　　　一　　　一　一　　　一　　一　A　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　一

　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　．　　　　　　　　・　　　　　　　　◆　　　　　　　　■　　　　　　　　・　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●

…・ 橋大学経済研究所
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通称1翌名 China　（中国） 正式国名

位置する地域 アジア 東アジア

1暗i；ぷ緬 PeoPle，　s　Republic　of　Chlna

面簡（km／）

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　休

9，596，96／

／00　776 ／98／年
Peki119（北京）

元

プロレタリア階級独裁の社会主義国家

人民共和国

通称国名

　　　（KitaChosen　Chosen）　il三式国名

朝鮮民主

位樹する地域 アジア　ー　東アジア

而　仙（k・え） ／22，400

人　　口（万人） ／，79／　　　（／980年）

平璽」一ン）
一

＿首＿」1ヨ

ロ追皇⊥＿＿
独立年月日

Won　ウオン

18℃　”“

政　　体 全朝鮮人民の利益を代表する自主的

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

な社会主義国家　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●

略史 　　　　　　ト申鞘民国国民党政権を革命によって倒し、1949年10月1日中国に成立した共和国

中国共産党の指導のもとに、人民政治協商会議が国家檀力の最高機関とされたが、1954年

へ口

っている。

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

陥史

Democratic　PeoPle，　s

＿＿麹鍵⌒分と518の島から成る。

Republic　of　Korea

　l910年日韓併合。　第2次大戦の日本

の敗戦により1945年8月15日独立。連合軍は米・ソ分割進駐で合意。1946年3月から朝鮮臨

時政府樹立が米・ソ間で進められたがまとまらず、北緯38度線付近を通る軍事境界線によ

って半島の南部に1948年8月15日大韓民国が成立。　一方北では1946年2月北朝鮮人民委員会

が発足、ソ連の指導のもとで社会主義化が進められ、1948年8月最高人民会議総選挙を経て

同年9月9日朝鮮民主主義人民共和国（金日成首相）が樹立した。

一 1酋大学経i占研究所
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通称国名 Clmb
　■　　　　　　　　●

正式国名

　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●

コ　’ビ

●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■

位1；Rする地域

面　　組（k田ル）

人　　口（万人）

F｝

’

i　～抽Z

6虫玉τイ1三∬司El

　　、　　、68

」口（　休

アメリカ　ー　熱帯南アメリカ

／，／38，9／4

2，709 （！98／年）

Bo　ota　，ミゴ

ぺ、

／8／0年7月20日

スペイン領

立廠共和制

匡鋼竺二

　・アフ1カ

肺史 300年閥にわたりスペ　ン ～ 言

1819年12月、ベネズエラ、エクアドル、パナマを含むグラン・コロンビア共和国となったが、

1930年〔ネズエラ、1931年エクアドル、1933年パナマが各々分離独立した。

参照：Ecuador

Pana血a

Venezuela

通称脳名 Como1’o コモロ・イスラム運邦共和国 R6Pllbllque　f6d〆rale　191alnlqlle　　des　Comores

位樹する地域

面　　積伽内

首　　府

通貨川位

独、γ年月日

独立以前

政　　体

アフ1カ　ー

2，／7／

MorOld　モロニ）

8⊥鉦LL＿

陥史 東アフリカ（モザンピーク海峡）とマダガスカル島との間の四島（ヌジャジジャ、

ヌズワニ、ムワリ、マヨット）から成る共和国。　1843年以来フランスの植民地であっア⊂。

1975’二7ニ6－｛鋤．の　マヨツト勘を・し　仙の三ll』が独立した

』ヨL』mnL－＿＿＿、
！975年7月6日

フランス領

共和国

■　　　　　　　　■　　　　　　　　　θ　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　・ ●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　・　　　　　　　■　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

・μ1大学8w’ヤM究∫’1
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　●　　　　　　　　　　　■

通称目i名

　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　・

c　　　　　　　　正式国名

　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■

コ、　　　　　上　二

●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

　，

位置する地域 アフリカ　ー　中部アフリカ 1‖苫史 大西洋に面したアフリカ中西部に位置する。　15世紀末にポルトガル人が渡来。

面　　穣（k肌w） 342，000 1885年のペルリン会議でフランスのコンゴ川河口領有が認められた。　1958年仏領赤道
人
　
　
口
（
万
人
）
⑱ ／58　　　　　（！98／年） アフリカ諸国同様自治政府を樹立し、同年11月フランス共同体内の共和国となり、1960年

一　　雁 Bmzzaville（プラザピル） 8月15日独立した。

揃貨単位 CFA　Frallc（CFA　フラン）

独立年月日 ’

川　’1 フランス領
・

政　　休 人民共和国

通称国名　　Cook　Islands
　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，正式国名　　ソク紬（ニュージτ融dl Cool｛Isla11《ls

位催｛する地域
．

セアニアーポリネシア及ミク羅ア 略史 南太平洋ポリネシア諸島とソシエテ諸島の間にある諸島。　1773年ジエームス・

而　別（k。ル） 39 クツクが発見。　1888年英国保護領。　1901年ニュージーランドに併合、1965年ニュー

日　万　） ／，000　　　（！98！年
ジーランドと自由連合の下での自治柵獲得。

首　　1付 varua（アバルア）　（Rarotollga島）

通臼↓11位 NZdollar　ニュー一ジーランド　ドル）

独立年月1ヨ 参照：　略　史

独、Z以前

敗　　休

・　　　　　　●　　　　　　■ ‘　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　● ・　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　■

一 川大学86済胡兜所
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　●　　　　　　　　　　　●

通称腿名

　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

Co　ta　Rica

　■　　　　　　　　　　●

∬三式閑名

　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

コスタリカ　共和国

　　●　　　　　　　　　．　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

Rep｛三bllca　　de　　Costa　　Rica

位患｛する地域 アメリカ　ー　中央アメリカ 陥史 1502年コロンブスの還征後、スペイン領を経てグアテマラ総督領。　1823年中米

i而　　稲（kmル） 50，700 連邦の一員となり、1848年に独立した。

人　　口（万人） 227　　　　　　　（！98／年）

烏

　　　x Sall　Jo　　・、プ

通貨単位 Colo皿　コロン

独立年月日 ！848年

11、　’1 スペイン領

政　　休 立憲共和国

通称国名　　Cuba
r－一一一一一　　　　　　　　一一一

il…式国名 キューバ共和国
二⊆bi　llca白⑭

位間する地域 アメリカ　ー　カリプ海

●

舶史 1　　　　ンぐ”印最大の島でキューバ島とその属島とからなる。　M92年

面　　仙（k川w） ！／4，524 コロンブスが来島。1511年スペインにより征服される。　19世紀後半独立の機運が高まり、

口　万 977　　　　　　　　　　！98／年 1868－78年第1次独立戦争、・1895年から第2次独立戦争があった。　1898年の米・スペイン戦争

首　　府 La　l励alla（ハバナ） の結巣米国が勝利し、キューバの独立が認められ1902年5月20日正式に独立した。

通t馴1位 PesO（ペソ）

独立年月日　　　　‘ ／902年5月20日

独立以前 スペイン領

政　　休 共和国

●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　‘　　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　⑨ ⑨　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　…

一 情大学“済研究所
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　●

通称国名 Cyprus‘”　正蜘邑1 　●
キプロス共和国’’”° L脱P』blil　dこy鋼1’’’’’”°’

位置する地域 ．中＿東＿ 陥史　　　地中海東部》，トルコの南方正ある壁g亘暦紀元前からエジプト次＠でギリシヤ、
一一≡一一｝w←一一

一 ←一一一一¶ 一，一一一一一一一 一一A－一｝一｝＿　　　　　　　　一　　一　　　一w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　’　一一　　　一　　　　一　　一一一　一　　　　　　一　　　一一一　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　一　　　　｛　　　　　　←　　＾一，

i面　　積 （kmL） 9，25／ 〔ルシヤ、ローマの支配下に置かれたのち、1571年トルコ領となった。1878年英国はトルコ
一’　＿一一一一〉～｝一 　一一“一≡一一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　一一　　一一　一　　　　　←　　一　　　　”　　　　　　　一　　　　一　　　　→　　　　　　　　一　一　　　一　　　’＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　＾　一　　　　　〉　　＿　　＿∨　　　一　　　　　　　＿＿＿＿＿　　　　　一　→→　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

人
　
　
ロ
ー （万人）

64　　　　　（／98／年　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　＿　　＿A　　　｝　　一　　　　一　一　一　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　，　　　一　”

．）　一

から行政権を獲得、1925年に英植民地に組入れた。1960年8月独立して共和国を樹立したが、　　　一　〉｝一　　　　一⇒　　　　　　〉　　　　　←　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛祈　一　　φ　　　　べ　“曽　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　＿一　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　“＿　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　

首　　府 Nicosia（ニコシア） 1975年2月13日トルコ系住民はアッチラ・ライン以北を分離し、同年6月9日連邦内国家「キプ
一 一一→苧一一’← 一一一一一一一一一雫一一〔一一←←｝←一一←一一一一 ，一一一 一一一　　　　　　　　　　　　　｝　一　　　　　　　一一　　　一　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛一一　　　　　一“　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶　一　　　　　　　　　　一　　一一　　　　　　＿一　　　　一　一　＿　　＿≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　＿　　＿　　　　＿　　　　，　　1

通貨単位
Cyprus　pound（キプロス
Turkish　Lire（トルコ系地区｝　　　　　　一一一一一一一一｝一一一←一一一一一

ポンド）

　｝一一一一一一’一一｝一一一〔一←← 一’A←一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　一　　　　　一一　　一『　　一　一　　　一　　　　一一一｝一　　　　一　＿＿　　一

独立年月日一一一一→一一一一一一 ／960年8月一　　　『　㌔　　一　一一　一一＿　　　　　一　　　　　　一一　　　｝一　　一　　　　　　　　一　　　一　一　　　一一　　一一　　　　　　一一　　P　－　　一一一　　　’　　　　　一
は事実上2っの国家が存在する形となった。一一一一一一一

，一一一一 ｝一一＾一’一　　　　　右　　　　　　　　　　　一　　一　　　一一　　一　一一　　　　　　，　一　　　一一一　　一一　一　一　　一　　　一　一　一　　　＾　　　　＾　　　一　　　　＾　　　　　一　一＋　　　’一一　　　　　　　　　　　←一　一　　＿　　　　一　＿　　←　－F　　　　　　　　　　→　　一　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1－←

独立以前 トルコ領　今英国植民地

一 一→→←“一 　一一　一一｝一一一←一 →→

一　一
　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　’　　　　　≡　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　’　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

政
　
　
体
↓
一
一 共和国（咋プロス連邦トルコ系住民共

一　　　一　　　一　　≡　　一　一　　一　一㎜一 ’

莉国r独立萱言に正σご事i妻王互一5百｝
　一一一一r一

国』δ　　　　＿＿≧＿＿＿一．’．】

一　　
亀　　　　　　　4

←一｛一＿ 一一←■一一剛一一 　　、｛一【‥＾、w－【■　烏　．・　・　　　　　　M　．・づ　　「　　　　　　　　　　　　　　　　・・禽パぽ・傷’・　　《ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・’　～　“一，一一一　　司　　　’・一　　．一一＿一一一　　　　一一⇔，＾ウ　，一　．＿，　⇒　＿＿＿＿一＿一～，一＿

通称国名 Czechoslovakia　　正式国名 チエコスロバキア　会主義共　国　εeskoslovensk6　Socialistick4　Re　ublika

位置する地域 ヨーロッパ　ー　東ヨーロッパ 1脩史　　欧州の中心部に位する。　ボヘミア、モラビア、スロバキア、シレジアの諸地方
一一　一　　　　　一　　｝一一　　一＿一一　　一“｝一　’一一←　　　一一

　　　　　一’一一｝一一一一、 ÷一，一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一一　一挙一　＿面
　
　
積
一
↑
一 （km鳥） ／27，869 から成り、スラブ系のチエコ人・スロバキア人が1918年オーストリアーハンガリー帝国か

一一　’　　　一A　－≡一析　“一　　　　一　　一一一　　　一　　一一 一一　　’　　一一　一＾”一一一　　一≡｝　　　一　　一一一｝←一’一←　　　　●≡一　一　　一　　一一一一　　一一一一一一一　　＿一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　一一　一≠一一　　一“1一　一　　＿一　←　｝一一＿＿　　＿　　＿

人　　口 （万人） ／，53／　　　（／98／年）
｝一一一一一『¶一～一

＿首＿．府＿＿＿＿ 一Pエaha＿（プラハL＿＿一．．．．＿＿
一一一一’一

＿＿璽i墜」g48年埜会主藝匡i、』g皇8年lq璽変主経てig69年チエコとスロバキアとの連邦制となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　曽一｝　　　　一　一一　『　　　　　一　　一　　一｝テー　一一一　　一　一　⌒一　　一　　　　　～　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝一　　　　　　　　＿

＿通貨堕位
Koruna（コルナ）一一一一『…→一一一｝〔一一一一一一→一一一一F一㎜一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一｝ ，　　一←　’一一　　　一＿　一　一　　一＿　　－r　　　　　－　＿　　…一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　一　　　　一　　　一一｝一　一一　　一　　　一　　　一一　一r　　　－　　一　　　一　　　　一　’　　　一一　　　　’　＿　　　＿＿　　一

」虫立年月旦．
一一一一一一一一一1’ ｝一一一　　　　　一　’一一”一“｝　　一一一　　　一　　　　　一　　一　，一←　　一一←　　一一　　　　　　　一｝一一｝　　＾　一　一一一　　　一　　　　一一一一一　　←｝　　　　　　一　　　　一　’『　　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　嶋一　　　π一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　一　　　　　一一　　　　一　一一　　一　　一一＿　　＿　　一＿＿＿　　　一　←　＿　＿＿＿＿

＿独立以前＿＿＿＿

｝一　

…’　　　一　　一一　　一　　一一一　一一一　　　　　一　『　　　一　　　　一　　◆一　　　　　　　　　一　一　一◆一　　　’　　一｝ひ　　　　　　　　一　　　一一　　一　　　　　　　←一　　　　　　　一　一

一雫｝一　一一一一一　’一一’P⇒一”一一一一一、一一一一一

一一一 一　←　’　　→　一　　一一　凹　一一F　－一一一一　　⌒　　　　　　一一　　　　　一　一’一　　　　　　　一　一　　　一　　一　　一　　　’　　　　　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←’　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　←　一一　　　　一　　一一　一一　一一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　＿一＿　　＿＿〔　　　　　一　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　一　　　　　＿　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一，

一←一一P一 一　　　一　一　一一　才　　　一一一　　　　　　　　一　』　　一　　　　　一　　一　　　一　　　一　　一一一一一　　　　　　一　　　　　一　　一　　　　　　　　　　『鯵　　　一　　　P　　　　　　　　一一　　　　一，　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一＾『　　一　　　≡　一一　　　　　　　　　一’　　『　　一←一　一一一　　　｛｝一　一一一　　　一　　一　一　　　　　　　一｝一　　←　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿　　　　＿＿＿　　　　　　　＿　　一一

’

政　　休
一一

社会主義共和国　　　　　　一一

●　　　　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

一・ 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　．

通称国名 Denmark

■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・ 　■　　　　　　　　　　■

正式国名 』’”　　　　■
ンマーク王国

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● 　●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●

Kingdom　of　Denmark

位置する地域 ヨーロ．ツノ㌔一一 一北ヨーロツパ 1格史 ＿欧州北部旦位置し、．ユ」ニラン巳半島と周辺の約500の諸島から成る。バイキングの
一　　←　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　一　　　　一　　＾　　　一　　一　　　　　一　　　　　　　　　←

“一，一 一…←一一 一→，一一

面　　積 （km幻）
43，069 （本土のみ） 国で、 13世紀は北欧全域、ドイツ北部、バルト海沿岸を支配した。16世紀以降、スゥエー

～一一
一

一一　
｛　→一’A

一

｝一一一A’←〔－F”デンの分離、ナポレオジ戦事敗戦にまるフルウエニの罰譲などが続き国力は衰退した。

、人　＿口 （万人） 5／2－＿
　（／98！年一Ar一

）　．
“一一“A 一‥一一一

一　一　一　一＿　　　　　　　一←　一　　　一一　　　　‘　　r←一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　＿　　　＿＿＿　　＿一　一　　　　＿

首　　府一一

Copenhagen　＿A－『－w（竺rnhcvn）．コペンハー（　　　ゲン）　　　

1849年立憲君主制に移行。　一　　　　一　　｝一　　　一　　　一　一　一　一

～　　　　　一　　一一　　　　　≡　　鯵　　　’A　　－　　　一　　　　　　　←　　　　　w　　　　　＞　　｝　　　　　　　　　　　．’　　・　一　　　一　　　　　一　　　　一　　一一　　一　－　　　　　　P　Pテ　　　　ー”論　　　　　　　　　　　←　　一　一　一　　一　　一一一　　一一　一　　　　＿旨’　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

通貨単位一・r－▼一一←一一一一一一

一一←
Jro1托L（ク旦ニネL＿．

一一一 一一一一一　　　一　　　　　｝一 一A■r－一一一“÷一一一，一一一一

独立年月日
1 ←一一

¶一　　　　　　　一　一　　　一　　　　　一　　　　一　　一　　　　　一 一一　　　　　一　　一　　　　’　　　　　－　　1　　←一　一　　“曽　s一一一→一　　　　’　　　　　　　一　　　　　一

A｝一←一一一 w 一一　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　　一　　．プ　　　　’　一　　　　一一　　　一一　＿’一’　　　“　　　“　　一一　一　＾　一　　　　へw“　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一　　　　＿　　　一　　　一

独立以前 　　　　　　　　　　　　　　〆

一　≡
一一 一一一←一 一一一一一一一一一’一一← 一｝一一一 一一一一一⇒ 牛一軸，季A←－P｝’一一一　

一　　　　　　　　一一▲　一　　一　　　一　一　　A　←　　一一　　←　　一■　　一一 一一　一≡一．　一　　“　　　　一一　　一一　　一一一　　　　　　一一一←　…　　　　一　　一　　　一←一A　－　　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　－…　　　　一一　　　　1－　　　　＿　　＿　　一　　　づ　　　　　一　＿　一　　一　　　｝　　＿　　　　＿

政　　体 立憲君主国＿
一一←　一一一一

一一　一一∨～吟　　q－　一｛一一　一 ＾　　一一一 ←、㍉・A一一’A　s“　■・　1　．　マ　　・‥　…　　’め●r“A 一⑳“ゆ，・・℃噂．．A・．“の㊨由有句．．ず　r　　，　　　　　　　　　　　　　　、　」　　　・　　、　　●“　＾已・⇒一・一一一→砺●．◎⇔一●一・．　一“●＿一・ロー・．一＿酬一●，・傷｛　．＿●　一一＿＿一〆一一一一一コ「

通称国名
Dominica 正式国名 ドミニカ （英連邦） 6。皿m。nwealth。f　D。minica

位置する地域 アメリカ　ー カリブ海 略史 カリブ海小アンチル列島に含まれるウインドワード諸島最北端の火山性の島。
一一一一　　一　　　＿一一

面　　積 （kmL） 750 1493年コロンブスが発見。 1805年英国の植民地となる。　1967年3月内政自治権を獲得、

人　　口 （万人）
8 （！980年） 周辺諸島と西インド連合州を結成。 1978年11月3日独立した。

道＿＿府 Roseau（旦）凸

通貨単位 ECdoU旦L（東力旦ブ 鋤一一一｝一一

独立年月日 ／978年／／月3日

＿独立以前＿＿＿．＿ 三英国植民地＿＿一

A－一一｝ 一　　一｝

牛’一一
一 ←

一　　　　　r　　　断←　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　一　　　　一　　　　　←　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　”

政　　体 共和制、英連邦加盟

｝十一　
一一’ ’一 一　　　一　　　　一　　｛一　　一　　　一一一　　　　　　一一　　　　　　一　’　一　　　　　　　　一

一一一’｛一 一A≡，A一 一一一一
一　≡　　一　　　　　∨　一　　　一　一　｝　　一　　　　　⊥　一　　　　　　　　∈　　一　　　　　’　一　一　　　　　　　　　　　　　一←　　÷A　　－　　　　　一A一　　“合　　　　　一　　一　　　　　　←　｛　　　　吟　　　　　←　　　　　｛　　　　一　　　一　　｝一　　　一一　　一一　　　　一　　　“　｛　　　　　　一　　　←　　　　　　，　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　，　　　　　一　　一　　　“　　　　　　　　　　　　一

●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　◆ ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■

一 橋大学経済研究所
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　■　　　　　　　　　　・

通称国名

　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・

Dominica 1繭邑已ニカ⌒’”
　　．　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　・

Dominican　Republic　（Republica　Domi皿icana）

略史
一一｝・←一一一’一

＿ア．メ旦力＿こ＝＿カ…リ．ゴ海i＿＿．．＿＿＿＿

　48，734
　　スペイン領とな孔一　　一　　　　　　　　　　　　　　｝　一　一　　　一一A　←一　　一　　一　　　　≡　　一一一　　　｝　　’　｝　　←｝　　一一　　　　一　　　“一　一

＿匁リゴ海にあ亙イスム三ヨごラ鳥東部3分の邊を占め亙しユ492年ユPンプスが来島、－

　　　　　　1795年にはフランろ1題と塗竺≧。＿坦og年墾立を宣言』！オ⊆。1822年の＿．

位置する地域＿一　　　　売　＿　　　　＿　　　　＿’一　　一　一　一

面　　積（km）一　　　　～一一　　一　一　　　一　　　　一　　　チ　　　r　　　－　　一　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　←　　　｝　　一　　　一　　　　A

．人＿＿口．．（万人L

首　　府

一’一一

一

543L＿＿＿（ノ＿9．8－0．年L一）．＿

Santo　Domingo（サント　ドミンゴ）

ハイチの侵略、スペインの再占領等を経て1965年独立を回復した。
一一一｝一一　A一噛＿一一一一r－一一一一←　一一，＿＿

一　　一一一一　　一　　一一　一　一一　　，，　　一一　　　一　　一　　→一一 ｝一一｛一
一一＿＿　一＿＿　　一＿’　一一　一｝　　一｛　⇒一　　　一　　　　一　　　　一　　　　　　一←　　　　　　　　〔　　　’　　　一　　　一一　“　　　　　　－

Peso（ペソ）

｛ 一一一一

通貨単位一一一べ≒＿

　独立年月日一r＿＿一　→祈｝『｝一一一一’

独立以前

政　　体一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　一　　，　　　　　　　　　　　　一　　　　一　一　　　　　　　　　　一一　　　　●　一　〔へ

　／965年一　＿　　＿→＿＿　　　　　←一一》　≡一一　　←　　　　　　　　一一　　　’　　　←一一　　　　　一

スペイン領

　　　　一一

一　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　＿　　　　　　＿　　　　　　ぷ　　　　　　　　一　　　　　　　　　“一　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　，

立憲共和制

→へ｝ ｝一　　　一→　一一　〔　　≡　　　＿　一＿　　’　　一　一　　　一一　　一｝一　　〔　　一　’　　　一　一

一

A≡一÷≒v
－　　一一　一一　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　←　　　　’　｝一㌔一　一一　一　F　　－　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　＿　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一←一｝一一一一一一一一一一一一一＿＿

A
一一一

　　　一一

通称国名

　｝｝一一一十　　　　　　一一、｛一》←一　一●，　　●s　一　つ晴鳩　’　　　楡　’　、　⇔

Ecuador　　　　　正式国名

、一　一一●一

エクアドル共和国

一一・一一一1一へ｝“一　　、　　・　‘　r　，　　　，　　　　　　■　←’●　　，　’　．s ■一．・c■．亀．丙，●“●、吟r■一の“■　脚　　　●・　　　一　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　一　づ｝一一籠一一｛エ’■】＾一●一●’A－　　一’●一品■●■一←㎡■声～チ　ー　●一メ」●同一一一1－■一一＿一Aロー一一否鞠已一一

たepublica　del　Ecuador

位置する地域 アメリカ　ー　熱帯南アメリカ 略史 」董米太陸の 立 に、　　　　坦世蓮にインカ　　の支配玉にあった⌒
一　一一　　一　　　一　　一一ヂ，≡　　一一

面　　積（kmL） 283，56／
ピサロが侵略、スペイン領となる。　南米解放指導者ボリー一バルが1819年グランコロンビア

一’一

　人　　口（万人） 864　　　　　（／98／年） 国を建国、エクアドルを併合した。　1822年ピチンチヤの戦いでスペイン軍を一掃した。
一一

．首　　府 Qui也」主ト）
1830年グランコロンビア共和国から分離独立した。

通貨単位 Sucre（スクレ） 参照：Colombia

独立年月日 ／830年
一　＿　一＿　　一　一一一　→　　　　　　一　　　　一

＿独立以前 スペイン領

P－、一｛’舎一～
政　　体一　　　←　　　　　　　　　一一　〉　　　一　一r　　∨　　　　’　　｝＾　一　　一’　一　　　一一｝　　←

　　●　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　●

一　　一　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　一　一　　　　　一一　　一　　←　　　一　舗　　　　　一　　　　　’　　　　声　　　，　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　一　　一一一　　　一　　　一　　　　　　’，　　一　　　　　一　η　　一　　一　一　　　一一A　A　　｝

共和国

●一一一一 、一一一→一一一一 一
　一　一一　　一　　　　　　　’輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←一一　　　　　一　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　＾　一　　　　　　　　　　　　　　一　＿　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　一　　　　，　　　　　一　　一

一一一A，一〔

　●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

一　　　　　｝　　“　　　　　一　　←　　一　　一　　　『一　　一　　一　A　　－　　　　　　⇔

　　●　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　一　　　一　　｝　　一　一　　　一　　　　一一一＝一一　　　　　　　　　　　一一　一　　　一　～　　＿

●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　●

… 橋大学経済研究所
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　■

通称国名 Eg口’ 1試1蛤　エジプボ・ア；ブ⌒’L≡」⑭1il㎡…（J輌1測…□A㌫bi6”

アフリカ　ー　北アフリカ（中東） 1格史．位置する地域一．＿

面　積（km司

．人＿口．（万人）．．

首　　府一一一

通貨単位一一｛停●｝一

独立年月日一　一｝一｛…

独立以前

／，00／，449　＿“　　　　　＾　　　　　　一＿　　＿　　　　　　一　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｛　～　　　　　　　　　一　　A一←

＿4見34［7＿＿一＿．（＿∠＿98二∠年．⊃一＿＿

Cairo（カイロ）r＿　　　＿　　　　　　　A　　　←　　F　　　　　，　　＿　　←　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　～～一　＋　　　A　　－　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　”　　　　一｝　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　、

Egyptian　pound　（エジプトポンド）　　　　　　　　　　　一一一｝

　　　　＿アプリ．力太陸の北東に位する。＿ユ882年以来イギリスの植民地統治の下にあったが、
　1922年2月28日独立、立憲王国となった。1952年革命の結果共和国となり、1958年シリアと←　一一　7　　－　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　一　　　　一　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一一　　　　　　　　一一＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一　⊇　　　　　　　一　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　一一　　　　←　　　　→　　　←　　　一　　　　　　　1　　　　　　－　　　　　　　一　　　一一　　，　　｝『　　　　　　　　一　　　一　　　一一　　　　　　　　　　r　－　　　　一　　　　　　　一一　　一　一÷　　　一　　　A1　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿声　　　　　　　　　　　　　　　＿

　アラブ連合共和国を結成した。1961年9月シリアは離脱、1971年エジプト。アラブ共和国と’　　　　｛　　　　　　　　　　　　　｝　一一一　一←　⇒　一’一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｛’一　　　“　　　｝　　　　一一一　一｝一ヂ　　　　　　ー　　一　　　一　　一　　　一　一　　　一　，六一一　　｝　　　　一　　一　　～－　r　　吻　一　　　→一一一一　　一一ρ　　“●←一一　　一　一　　一｝｝－　r　　　－一一“　一一　　一→－r　　－←一一　　一一　一　　一’　　　　一一　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　｝　　　＿　　　　　　　　　←　一　，

　改称した。　（旧、アラブ連邦）〉　一　一　　　　　　　　　　　　一一　　｝　一　　一　一一一｛　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　一、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　一　　　＿　　＿　　　一，　　　　－　　　　r　－　　一　　一　　　　　一　　A－　　A＿　　ラ　　　　　　　＿

／922年2月28日一　　　　　　　　　一＿　　F　　＿　　＿　　　　香　　　　　＿一　　＿一　　　　A　　　　　　　　　一　　　一　　　　一　　　　一一　　　　　一　一　　　　　⊆　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　一’一　　一一　　　　　一

英国植民地

　　　　　　　　　　　　　　　一一一～　’＾一『｝一

　　＿　　　　　　　　一＿　　　　　＿一一←　一　＿　　　L　　　　　＿　　　　　　⌒　　　　　　　　　　1－　一　　一　　　　一一　　　　　　F　　　　　　－　　　r　　←》　　一『一一㎝ ＿＿　　　＿　　　　←一　　　　一←＿　　一｝一一　　一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一　　　　　　’　　　　一¶一一　　　｝一一　一一’sへ一一一　　　　　A　－　　　一　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一‥一±　一⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←＿　一一一　　　←

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　一　一　　　　一　　　べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　｛　　　　“｝　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　｝　　　一　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　一　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　　　　　　　　一　　一　　　一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一→　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　’　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　一　　一　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　一＿
一一一一〔一一

政　　体 共和国

　　　一●

通称国名

　　　　　　　　　・’一～～⇒．一ワ　弓　●　’・一←　　●’　否⇒一．一

EI　Salvador　　　正式国名

■　一

エルサルバドル共和国

一嶋一●r〔岡一？、“A・．　　　、　、吋　●⑲s甑●“o句“、　“頃、“古●●噛“●●亀知、●●櫓一、喧“、魎一、∀、　s　　　　　　　　　　　＞、●メ、　“、　舎　，．　》●一一一一一r」“碗頃ふ・．－s－、⇔一“＿’一ば＿‥一＿’一・一命r－○一早r一ひ一吟一’一含

　　　　　　　　　　㍍publica　de　EI　Salvad。r

位置する地域 アメリカ　ー　中央アメリカ 略史 中米地峡の中央、太平洋岸に位置する。　1524年スペイン領となりグアテマラ
一＿＿＿　一　　一，一　　｝　　一　　一一　‘　　一一　　〔

面　積（k♂） 2／，04／ 総督領に編入されたが1821年スペインから独立。　中米5ケ国と共に中米連邦を結成し

人　　口（万人） 494　　　　（／98／年） たが1841年分離独立した。

San　Salvador＿首＿」寸＿

通貨単位 Colon（コロン）
＿＿　＿　一一一　〉　　一

　独立年月日

＿独立以前．＿＿＿

ノ」i性．乙i笙＿＿＿

スペイン領

一一A－，・一
一　　　　　　　　一　　一　　　　一一一　　　｛　　　一　　’　　一　〔　　　　－　　　　　　r　〔　　＿←　　　一　　　　　＿　　＿　　　　　　　一　　　一　　一　　　　　　一　～　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一P－’一　一A

一一，一一

　　一一弓一一s一一一《一一一一　
　政　　体｝　　　　　　　　　　　　　　　　　“，旧≡　　　｝　　一A　　　　　　　　　　　　　　　▲　　　’一　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　一　　　一

　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

一㎡一→一病一一一一一一AA一一一一｛F｝’一
　共和国　　一　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　←　　一　一　　一一　　　一　　一一一｝←一　　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

一一，一

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　一　　≡’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　＿一

＾　　｛，→　　’　　一　　　　　←　　　一一一　一←　　　　　　≡●　　一　　←　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸一｝　　｝　　　’　一｝一　一　・一　　一｝一一一一一　｝一『　一一　　　　一　｝一一　　　“一一A－一　　一一一　　’　一　＾　　一　一　　　　　　　　一　　　一　←一　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　→

　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●

一 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　●

通称国名

　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　・　　　　　　　◆　　　　　　　・　　　　　　　．

Equat°ε謡，、　正式国名　　道ギニア共和国已’
　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●

Republic　　of　Equatorial　Guinea　（Rely6blica　de　Guinea　Ecuatoria1）

アフリカ　ー　中部アフリカ 陥史
アフリカ大陸の中西部に位置する。　15世紀にポルトガル人が占領、18世紀に　　　　　　一一一一

一一＿　　＿　　，一●　　－　　　P　　需一一　　　　　一一　　　一“　　　’一　　　　一一　　　　一　　｝　　　　一

28，05／

一一一一一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　一　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輌　　一　　　　一　　　←一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一

スペインに割譲され、1920年代にはスペインの支配が全土に及んだ。一方赤道ギニア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“吟｝一〔－一一一一

〔一一

　正式に独立した。　　　　　一一→一～…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一←“’一一一
解放国民運動（MNLGE）などが解放闘争を進め、1963年一部自治を獲得、1968年10月12日　　　　　　　　　　　　　　　　．　一　｝｝　　　一　一　一≡　一　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　－　　一一　　　　一一一　　　　　　　　　　　　一一　　一

一　一’　　，，　　　“　　　　　一　鍾一　　　一　　　　　一　　　　　　，　一一一　　A　　　　　PA　　－　一　　一　　　　　　　一　　　　～　　　　　一　　　　一　　　一　　　　　　　　　一　　　

　　　　一一　　　　　一　　一　　　　　一　　一～－　　1　　－一　A－｝±一一

位置する地域
面　積（km弓←　　　　　＿　　＿　　　　一一　　＾　　一一　　　一　　　一　　一　　　　　　　　一　一　　　　÷　　一一｝　一　一　　　　一　　一　　　

人　一口．（万人）…

首　　府　　＿〕一一一

通貨単位＿＿一一

独立年月日　　　　　　　一‘

独立以前

政　　体

＿ユz＿＿＿⊥乙2立z年．一⊃＿＿
Malabo（マラボ）一　←　　　　←，一　　一　一一〔一一一＾1　　－　　一　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　÷　　　　｛　　一　　　　　　　　　　　　　一　一　一　　　一　　　　　　　　　｝－

Ekuele（エクエレ）一　　　一　　　　　÷づr　　－一一ラー“’一　一’　“　　≡　　一÷一　　一捨　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　…　一　　　　　一　　一　　一　一　　　’一一　　　’一　　　一｛　　　　一　　　　一　　÷一　　｝

／ター亘ε年／0月／」旦．．．一，

　ポルトガル領→スペイン領

　艀’
　　＿　　　　　⇒　　　　　　　　　　　←＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　〔一

＿共和旦．（重璽）＿　＿＿＿＿＿＿＿＿．

r－　　←　一一　一　　一　　一一

　　●一一一一

一　　→　一一　　一一　　1　　≡一’　　一　　　　　　一．　　　　　　　　　｝　　　一　一　　　　一　一　一　　一一　一　　　　　一一　　→

　　　一⇔｛一一

　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一　　　一A→　　一一　　　－｝島｛　　一｝一　　　一　　｛一一一←｛　　一〔　　≡　　一　　一　　　　←　一　　　　合　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

　　　　　　　　　　　　　一一∨A

　　　　　　　　　｛一一
一　　　’　　　一一　”　　　一　　　　　　　　．＞　　W　　－　　　　－　　1－　＿　　　　　　一一一≡　　　一一　　　’　　→　　　　一、r－　　一一　　　一　　　　≡　　　　　，　　　　　～　　　一　　　　一一一〔　　　←　一一　一　　　一　　　　　　　一一，一　一　　←｛　　　　　　一　　一　　一　　一　　　　　一　　　　一一一一　　　一≡　　－　　　1　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　一　　●　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一一一s一 一＿一一一一｝ 一一

通称国名

　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

Ethiopia　　　　　正式国名 エチオピア

’　　⇒■●　　　　　　A●■　　一‥一．吟か一’●吟 司、」・一一丙・輌口Aw“崎・亀一・一一“，．、　づ．一⇒　　・，　　．　　　，・　　．．・　　し‥　　一．誘一●一一，’一楡w－一＿一、一’吟一一ふ・軸4舗帆←～⇔一一一巳」＾｛．吟一一一一“一一．一←一’＿一一一　’一一一一一コア

癌hi。pia

アフリカ　ー　東アフリカ 陥史 旦力太陸の北東部匹位置す　　　一　1000　　丞旦．ク⊥世がエチ注ピ互
位置する地域＿＿　　一　　　　＿　　一　一　一　1　－　　　　一　　一一　，一　　一

面　　積 （km／） ／，22／，900 王朝の姶祖といわれ、世界最古の国。1936年から1941年までのイタリアによる占領期間

一｝
人　　口（万人） 3，2／6　　　（／98／年） を除き、1974年9月の廃位まで帝政であったが1942年英国との協定により独立主権国家の

＿首＿」彗 ．Addis＿仙鋤a4アジスーヱベ」文）
地位を与えられた。　1975年3月21日帝政を廃し共和国を宣言した。

｝

通貨単位＿＿　　一＿　　　一一　　一　　一

　独立年月日＿｝＿　　一一∨　｛A－　　｝　　　　一　　　　｝｝一

』1旦」（」旦

／942年

＿独立以前 参照」一避L＿史一

　　｝⌒一ヂー一一
政　　体一一，一一≒一

　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

　　‥　　　一｛一　　　一r　　　　　　　　　　　　－一　　　　　　　一　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　｝←　　　　　　　　　　　　■　一

共和国（／974年9月以降軍政）

　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

｝一≡一

　　一

●

〔早　　　　　　A－一　　一，　　　　　1　　　－｝一｛　一　　　　　　＿　＿　一＿　　＿　　　　　　　ρ　一　一一一一　　一　　■　　　　　　一　　　一　　　　　　　　《　　　→一　　〔一一　　≡　　㎜←　　　←’　　　　一→　　　　　　　　　　　　『　一　　←一　一←→　　　一　　←＾　　一　　づ一一｛→一一　　　一　　一　　一一　　　　　　　　　’　一一1　　－　　　　　　　　一　　　　　　　　　　s　’　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

一→・　べ　　　　　　　　　　　　一　　　r　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r－　1－一　　　一’　　　　　甲　’ウ　　　　P－，一　一　｛’　　＾　　　　　　｛一　　　　　　一　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　旨　　　　　　　　　　一　　一　　　　＾

　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　●　　　　・　　　　．　　　　．　　　　．　　　　●　　　　．　　　’．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．

一 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　■

通称国名

　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

Falklands

　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　■

正式国名
しオークランド諸島

　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■

Falkland　Islands

アメリカ　ー　温帯南アメリカr　＿　一←｝一　　　一　　　＿＿　　　＾　　　　一一一ヂー←一　一　べ　　　　　一　　一　　　｝　　　一　一　一　　　　一　　　｛一　一一　｝　　一　　　　一　←唱一｝　　　一　　　　＾P－　　，　＾

／2，000　－　　　　←　＿，　＿　一　　一　，　　　　　　一　　　一　　　　　　一一’　　　　｝　　F　　　　－　　　　　　　一｛　一　　　　　｝一　　｛一　　　　一　　｝　　　　｝　｝　　‥’一一㊨　　｝　　一一

＿α2＿＿＿＿⊥z．旦80年⊃一＿．

PorLStanley＿∫～鍵：ニト　スタンレ．：二）－

Pound（ポンド）　　　　　　　　　　　　　ト≡一一一q｝一

｝一一’一

一’，

“　　　一　　一　　一　　　　　　　＿　　｛　’　　r　　　甲一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一　『

一　一一　　一

哩］＝≡螂馳合48。蹴西綱置鋼3年脚麺領騰＿　東フオークランド島と西フオオークランド島の2大島と！000を数える小島から成る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一⇒一　一一　一　　’一　　一　　　一　　　　　　　　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　，　　←　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一A　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．－r－一’一一一「芦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一←一

一位置す蚤遊2．．．

面　積（km司　　　一一一、｝一→

．，ノs．且．（万入）．

首　　府一一午ザ（一⌒

通貨単位一一一一’一←一一

独立年月日　　　　　一一一一←一一一一一w

独立以前

　　　　　　　一
政　　体

“　　＿　＿一ウ　＿　　一一＿一　　一一＿一～一一　一一　　一一　　一　　一　　一　　一一一　　　　一　一　一一　　一一，　一　　｝一一　　一

　一一一一’一｝一一一

＿n一一｝一←一一一一一一

英女王任命の総督が統治

　＿←一’　　一今　　　一一”　　←一　　　　　一　　　　　　　一　　一一一→一一～→一一　　一一　一

　　　　　　　　一

　一＿　　　1　1　　　　　　　　　　＿＿　一　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一　　　　一　　　　一　　　　　一　　　　　　　　一⇒

一　＿　＿＿　声一　　｝　「　一一　一一｛一　　　　　　｝

　　〔一　一

，一一一一一一

｝一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　“　　　　r　　　“　　　　　　←　　　一　　　　　一一　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　・　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　一　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　一　　　　　　　　　　　　　　，－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　｝

一一　　　　　　，←　　　　　　　一一　　　一　　＿　　＿　　〔　　　　　　一　一一　　，　’　　一一’　一　＿，　＿＿　　一一　一　一　　　＿　一　　　←　　一　　　　　　　一　　一　一　　　　　　　　　｝一｝　≡一“　一一　　一一一　←　　’　　　　　　一　　　一　　一　　一　一　　　　　　一　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　←　－　　　　　　　　　　　　　S　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　｝　≡　　　　一　　　　一一一　　　　一一一　　　一一一　　　　　　　　　　｛　　　　一　　一一　＿　　　一　　　　　　　　　÷

一一一｝

通称国名

　　　　　　一一一一　　　　　聯，一鞘●一一｛’　　「ワ←　∋●　　　4氏　●

Fiji　　　　　　　正式国名

≒一●一一

　フィジー

一一，唆一’．A｝一　，　　s■　　一一●　・　ぺ　　…　　街・”　　，．鴫　’．吟 一，貞・ず碑r員”．・叫・噌一⇔帽w＾　舗闇1〆、　w・．　　　　　、“，頃“　衿，　・ぽ．　r情倒」＿一■一皐一一、～＿躍．一」’一ゲ舗一←一一・｝一一晦一←一一　・一工翻←一一一一・一寺

ノFiji

位置する地域
　　　　　　　　　　　　　ミクロネ
オセアニア　ー　ポリネシア・ 泣

略史 南西太平洋の中央部に散在する大小332の島から成る。オランダ人タスマンが
一←一’｝←　

　而　　積（km多）

旦272
1643年北部諸島に初渡来。　1874年10月英領に併合されたが、1970年10月英植民地から独

一一

　人　　口（万人） 64　　　　　（！98／南
立した。

首一 Suva」随ti　Leva島のスパ）

通貨単位 Fijian　dollar（フイジー　ドル）

独立年月日 ／970年／0月
一｝

＿独立以前 英領植民地

｛

政　　体→←一A一一一→一A←一｛一一

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

一　　　　←　　　　　｝　　A－　一　　　一　一一一　　　一　一一　　　一＿一一　　　一｝　　　　　　　ρ　　一　　　一｝　　一　　　　　一　　一　　一｛一　一　　ウ　ー　一一｝“　　　　　“　　一一　　　一一一『　　一，一

英連邦加盟の立憲書主国．

　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

，　　一＿一一亀　　　　一　　一一　　　　　A

●一《一一

　　●

　　　　　　　　　　　　　　　一”一一　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一一　　　　｛一　　　　｝　　　一　　｝　　　　　一一　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　｝　　←　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　一一r

－一　　　　，　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　一　　一　　一　　　〔卓　　一一　　〔　　　　r　　　←　　　　’一＾　←　｛一“　　一　　　『　　　　　　　　　　一　　　　　⑳｝一　　売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　，　一

　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　．　　　　　　　　■　　　　　　　　．　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　．　　　　　　　　◆

… 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　・

通称国名 Fin㌦d” 　正埜L上⇔じド妾和函　
　●　　　　　　　■　　　　　　　◆　　　　　　　．　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

Republic　of　Finland

ヨーロツパ　ー　北ヨーロツパ 陥史　　北欧スカンジナビア半島の璽部に位置する。　歴史的にロシアとスウエーデンの
位置する地域＿　一　　←一＿　　一一一　　　一　　　　｝一　　　　一　　一　一　　　　　一一　　　　　一　一　　一　　一一

面　積（km昆）一べ一一

一人＿一口．（万人）．．

首　　府1一一＿｝一一一｝一　一一

通貨単位

　　　　　　　　　，一一一■
337，009　＿　　←　　　　　　　一　　一　｝　　　　　　　　　　参　｝　　　一　¶　　　　　　1－　　　　一　》　　一　｝　←　　’

」監8」0＿＿＿＿＿－L∠．9．8∠年＿）＿＿

Ilelsinki（Helsingfors）（ヘルシンキ）

一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一1一一
　　2大強国にはさまれ、その支配を受けてきた。14世紀にスウエーデンの属国、次いで一一　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　一　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　ー

　　1809年にロシアの自治公国とされたが、1917年のロシア革命の際独立を達成した。一一　　　一←　　一　　　　一　　“一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡一　　　　　～　一　　一　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　一　　　P一

→←＝一一

Markka（マルカ）

A

一一

一一“一一一｝　rA＿一一

　独立年月日一　　鍾＿　已　A　　　　　　－一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一←　　⌒　　　　　，　　　一⇔　『一　　一｝　　　　一一　｝

独立以前

一一一〕一｝←一一｝一

政　　体

／9／7年甲　一　｝　　，1　　←　一　　一一＿　古　　一　　　　　｛　一一，｝　一←　　　一一一一≡　　一　　　｝一　　　’

　一　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F

，＿　→噌　　一　　　　　　　　＿⇒　　　　　　　　　　　　　’　一一　←　　一　　　　　一一　　一　　一　　　　←一＿　1　’　　　　r一一一’一一　　一→　　　　　　一　　　一　　’　　→　　　一→　　一　　　　　一　　　〉　　｝・

共和国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝｝　1一　　一　　一一一一＿一

　　　　　　　　　　〔　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糟　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　L

　　　　一　　　一一　　∋　一　　　　一　　　一　　　　　　　　≡‥　　一　　一　　　，・一　一　一一一　一一　→　　　　　　÷　　◇　　A　　　　　　　　－　　　　　　　　　　一　　⇔　　　　　一一　　　　　　　一一　　　　一　一　　　⊇　　　　　　　　　一　　一　　　　一　　　　　　　｝｝一》一▲　　一　　　←｛　一一　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　一一　←　　　　　　　⇒　　　　　　一　　　　一　　一←　　　一　　｝　　　－　　1　’　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　、　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　一　　　　　　　　　　　　一

一｛　，一　咋　　　＿　←←一　＿一　　　一一　｛一一＿　　　一　　←　　　　A・一　一ペ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　s－’～一　　　→　　一　　一　　　・　←　　　　一　　　一　一一　　　　　　　一　　　　　　’　　〔　　　一　　一⇒　’一一　一一　　一　　　　一　　　　　　＿’

一←

通称国名 Fr

一十一，一　一一一・一～●一’一

正式国名
一一
フランス共和国

■＿“芦一｝一一＿A＿一一．一＾“．，ぺ．・噂≡一‘一’　　〔．鵠一●堀．碍4臼●・“値＿．．輪ふみ　　“　一．．、・．・幡・、山　　匂．●●・●・パ・ぶ“，へ＝．⇔●鋼巳一⇒一一＿一一鋼一㎡一一一・s●．一・一一一一培一一餉回∨一已烏　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一簿

　　　　　　　　　　ヌFrench　Republic　（Republique　Franc畠ise）

位置する地域 ヨーロツパ　ー　西ヨーロツパ 陥史　　　ヨーロッパ大陸中西部に位置し、古くはガリアと称しローマ帝国の支配下にあった。
＿一　一一　→　　一一　　　一　　＿一一

　面　　積（kmル） 547，026
5世紀にフランク王国が成立、その後分裂したが14～15世紀の百年戦争を経て統一国家を形

人　　口（万人）
　　　～

5，396　　　（／98／年） 成、17～18世紀にヨーロッパに覇を唱え、アジア・アフリカに植民地を持つた。　1789年

」萱　　、府 Paris（パリ） のフランス革命で第一共和制が成立、後ナポレオンー世による第一帝政、その没落後王政

通貨単位 Franc」こ2ラン1
復古および第二共和制・第二帝政を経て1871年第三共和制、第2次大戦後第四共和制、1958年

独立年月日
以降ドゴールによる第五共和制が行われた。

＿＿　一｝一　　一　　　　一　　一　　一　　　一

．．独立以前
＿＿　＾印　一A｛

一’一一〔｝A…一一べ

政　　休一　　　，　　　　　　　　　　　　　＿　　　　一，＿　　　　　　　　　　　　　　　｛　　一　　　　’　　　　　　　〔　　　一一一

　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■

｛一一一｝”一一甲一
一　＿　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　～　＿

フランス本土及び海外県、海外領土から＿　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　，＿　　　　　　　　　　一～一　　＿・　　一　一＿　　　　　一　　一　一　　　一’司一　　　’一　一　一　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　一一・’←

なる共和国　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

←一　一一　　　一　　一～

　一一

　⇒一一

　●

　一　＿　　　　　’一　　　　←＾　　参一一●　一　　一　　　　阿　⑪一　　r　－　　⇒　一　　　一　　一一　　　一　’一　　←，一　　『　　　　　一　　　　　　売“　　　　〉　一一一　　一　　　一　　’一一　　～　←一　　プA－　　　　　　　　　．　　　一⇒　一一一，　一・　一　一　　　一m　－一｛一　　一《一・　　一一一　　　＾一　　一参　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　◆　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●

一 橋大学経済研究所
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●　　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　● ・　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

通称国名 Gabon 正式国名 ガボン共和国 R6publique　　Gabonaise
・

位置する地域 アフリカ　ー 中部アフリカ 陥史 アフリカ大陸の申西部ギニア湾に臨む。　1910年コンゴ、中央アフリカと仏領赤道
一一一一一一　一一　　一　　　≡←一　　　一　　　　一一 一｝一 一一一一一一一一へF－｝一’一一一～｝一一－一一一一一　ヂー←一一一A一一一 A一 一　　　　一　　　　　　｝　　一　　　　｛　　　　　　　　　～　一　　　　　一　　　一一　一　　　一　　，

一≡一面　　積
（km　2） 26．《≦77 アフリカを構成。 1958年11月28日フランス共同体内の共和国を宣言、1960年8月17日独立

一　　　　一一’A　　　　－　　　一　　　　一一　　一一一　　一　　　　　　　　，

｝《一一’“ 一←一⇒一一一一

一一一A一
〔→ A

＿△＿」コ」互ノ人L
56●一一一一，一一一｝一←←一

＿＿旦98Z年．
》
．

共和国となった。　　　　　　≡，｝〉A＿

首　　府 Libreville （リーブルビル）

’一 ←’一｝　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　一一　　　　　　　一　　　　　一　　，－　1－＿　　一　　一　　＿　← 一一一｝　　一一　一　一　　’　　　　　一　　　　　　’　　　　　　　早　　　　　　　　　　一　　一　　　一

　　　も
一弓一　一 A，’

通貨単位 CFA　Franc（CFA フラン）

一一“一一一一一一’，一一一一 一A－一一｝｛　一“一一 ㎝＝一一一一←一一一｝　　｝　　　一　　　一一　一一一　　一　　　一　一　一一　　　一一　一　　一　　←　一 一　　、　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　∀｝　　1 一　　　　一　　　　P　　　　　　∨　　　　　　一一一一　　　　一一，　　　ρ一▼一　＿　　　＿　　　　旨　　　　　　一

一“’一一←w←｝硲

独立年月日 ／960年8月！7日
一⇒　　一　　　　　一　　　　　　　一　　　A　　テ　　　　　　　　　　ー　　『　　　　　　　←　　一　　一　　　一 一　一“ 一　　←　一　　　　一　　　　　　　｝一　　　一　　　　一　　　　　　　一　　’

一一一
一‥

一← 一←’一一

独立以前 フランス領

P一←一
一一一一

　　　　←一

一一一早一 　　　　　一
｝

政
　
　
体
一
↑ 共和国

一一一一一一一｝←一一　一’　P　　　　一一　　　　　｝　一’　　一　　　　　　　　　一一一　　一　　一一一　“ 、　　　　　　　　一　　｛　　　　　一★←　　｝’⇔一　　　　　　一一　　一　　一一　　一　　　　　F　　一　一　　　　一

｝
　　　　　　　　一’一　一　雫　｝一　　一　一　　　←　　　　　　一　　　　　一　一　　　　一　一　　　　　　　　　　1　－「　　可　　　　　一一　　　一　　　≡一一　　　＾＾　一　　　一一　　　≡＾　　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　＾　　　一　一　　→　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一

、一 　一一一～一一一一●
一　　《一　　一　　一｛一～｛　　　　　一　鴫　　　　　　　　べ ・　　、　右一一一一～ 一　一｝　●　■　一　　　一　　　“●　一→A　●“r　　　　　● ・　　一　　　・　　一　　　●　　　　⑳　　　　　● ■　＾　．　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∨女　声．＾　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　■∨　　⇒－7　　　－一一　　マ　．　　　　　　　　　　A　　　　　’　　　　・　　　一～一　　　ヂ　●

通称国名 Cambia 正式国名 ガンビア共和国 Republic　of　the　Gambia

位置する地域 アフリカ　ー 西アフリカ 陥史 西アフリカの大西洋岸に面し、北、東、南はセネガルに接している。　古代アフリカ
一一一一　　一n　　　　，一　　｝． 一一一’｝一 一一一一≡一一’一’ ｛　　一　　　←　　一一　　一｝≡　　　←一∴←　　　一一→　一 一←　一　　一　　　　可　　’　　　　　　　　　1　　　　　　　，　　　－F　　－　〔　　　　一　　　　一一一　　　　　　　　　円　　一▽，一　　　’一　”　一　　　一　　　　一　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　，　　　＿　　，　　　　　　一一　　　　　　　’　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

面　　積
（km2）　一’一一’｝

ノ．ム2」2LL＿＿＿＿＿一．．＿．．…
のマリ王朝の一部。 1455年ポルトガル人が初めて訪れ、以後英仏が交互に支配していたが

≡一一，，一一 一←　　←一÷＾一　一～　　一　｝｝テ　　ー　　←　・　　一一一｝　　一　　一一一一一■一一一　一　｝→　　参　｛　　　一　　｝一　　一一一一…　　　　　＾　　　一一一　　　1－一　一一　一一　一　　㎜一　一一　一　一　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　〔　　一　〔　一一　　　　←一　　　’　　　　　一　一　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　＿一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　＿　　　　＿　　　　＿　　＿　　　　｝　　＿　　　噌　　≡

　人　　ロー一 （万人） 62 （！98！年） 1783年英国の支配が確立した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
←一●一 一　　　　一　一　　　一　　一　　一＿　　　〔｝一一一一一　一一　　　1’一 一　　一⌒一一一一一　　　　一　一　　　一　　｝　一一　≡　　　＾←　　｝≡“一　　　　　一　一一　　　　｝　　　　　　　　　＾　　一→　　　　　　一一　一　　　－←一≡　一　　　｝　　　一　　一　←　一　　一　一　　一一　　　　　一一一←　　＝　　　　，　　　　　＿　　　一＿　　　r　｛　　　　　＿　r　已　＿　　一

E
a
t
h
u
r
s
t
（
バ
サ
ー
ス
ト
）
一

の共和国となった。
一 一　←　　　　←　　一　　一　＿　　　　　　　　一　　　←　　一一　　’　　一←一一　　一r－　　｝　　一　　一　　　　　　　一 一　　　　｝　　　　　一　　　　　　→　　　一一　　　　喋　　｝－一”　　一　　　　　　一　　一←　一　　　　　　　　　一一一〔　一　　一　　　　w－　　　一　　　，　　　　　→　　頬　　　一　一　　　　　一　　　　“　1　　－　　　一一　　一一　“＿　　一　　　　　　’　　　　　　　，　＿　＿＿　　＿　＿

通貨単位 Da1旦L【埜ラシL
－一←一一ラー←←　｝〔｝戸 ←一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　一　　一　　一　　一　一一　一　一　　　　　一．　　　　　　　　　一　　　　　←　一　　｝　　〕　　　　　≡　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　　一　　一一一～F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　｝　　一＿　　　　　　＿

独立年月日 ／965年2月／8日
一一一一 一一 一’｝｝－一一　　〉　　｝　　　一　一一一　　一　　　　ひ

一一1－一←一
A　　　－　　　　←一　　”｝　〔r｛　一一⌒，一　　一　　＾　　一　　一　　　　　一一一　《　｝　＾　　一　　一　，　　　　　　－　　　1　　←　　＾　　　　　　一　一　　一　　　｝齢　　■　　一　　一一　　一『’一一　　一　一●一　　一　＿一　　　一一　　←　　一　　　一　　＿＿＿　＿　　＿

」虫立以前．．＿＿ 英国領
｝ 一　｝　　　　一　’　　　　〔　⇔　　　　一　　　　一　　一　一A　　　－一一 一　一一　　　　　　一　“　　一一一　　ヂー← ≡←一’←’←一づ 一　一一　一　　w－，　　　　　　　　　　∨　一一一一一　←　’　　　　　　　一　一　　　一一　　　　←　一　　一　　一一　→一一　一一　　　　　“　　　　　　　　　　　巨　，－　r＾一　A－一　　　一　一一　　　一一　　　　　　，一一←　“　　　　　　　　＾一一　　一　　一　　r　，　　　　一　　←r　　　－←－　1＿＿｝　　　＿　　＿＿

　　“一一A－一一’一一一一 一←●一一一’一A｝〉一“一一≡一， 一一一，一’ ⌒一一，一’一・一 ｝→’一一一一一一一一●｝一’一 ㍉●｝’｛’〔一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”皿

←一一←

政　　体 英連邦加盟の共和国
一 一一一

→ ，⇔

■　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ● ■ ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　・　　　　　　　■　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　・

・ 幡大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　　●

通称国名

　　　　■　　　　　　　　　　・　●

Germany（ε謡、ny）
　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

正式国名
Lドイツ民主共和国（東独） 　　●　　　　　　　　　　■

Geman　Demo

＿位置する地域
陥史こr第2㈱の敗北の繍

、

　　　　　　　｛一
　　　積（km　2）一　　　　一一　　　　　　　　　　｝　　　　　　一　一→　　　　　　　　　←　　　　　一　『一”｝≡一一

面

＿人．＿口．．（万人L

首　　府一一一一一一一一一一一一　一｝一｝

通貨単位

…ヨニ旦ツパニ．束ヨーロツパ　．

　／08，／78一吟●　　　　一香　　一一一｝　　　　ヂ　　｝一一　　　　　　　●　　　　　　　　　一一　　　　＾

．ノ．⊥」≦．7－．6　．【∠98／年　　）

　Berlin　（ベルリン）テー　　一　　一　　一　　一　　　一一一　　一　　　　一　　一　　　　　　　　　　一　　一　　“　　　　一一⊥　　　　一　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・　　－

　DDR　Mark（DDRマルク）　　　　　　　一＿一一”一一一一一

独立年月日

独立以前

政　　体～　　　F　　　－｝一　　　一←　　一一　　　　〔　　　　一　　　一　　　　一　一

一一一一一一一｝

●

　　一

　一一一1－一

　　　　

共和国一　　　　　　　一　　　　　　　『　　　　　　　一一一　㎡　　　一　　一　一　　　　　　　　→一　　　　　　一　一一　　←一　　｝一一　　　　　　　　　　　一’　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　一　一　　　　～

　　　　　　一一一一
　　東西両ドイツが成立した（ドイッ｝一一一

　　共和国（東独）として成立）。

　一一　　　一　　’　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　，

一≡　　一　一▼F　　　　－　　一　　　　　一一一一　　　一’　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一　一　｝　　　　　　　　一　　　　　　，A←　　一冑←一　　一　　　　　一　　　　　　　　一　　　一一　　　　　＿

　←一一一一一
　　一一A、　一

通称国名

　一一｛｝、一一一一一一｝・一一り

臼r㎜y（：1』）
・　　　工　　　　〔．　　吟一　　’」　　”　　　　　　　一

正式国名

～　　．．　一　　一　●　一●　　　　一一　ロー斧←　　　　　　　べ噺，、　　パ伺　ヘ　ー　　　●　≒

ドイッ連邦共和国（西独）

　　　．・　　一　　　　　　・●

Federal　Re

．位置する地域　＿

面　積（km之）

人　　口（万人）

　首　　府

ヨーロッパ 西ヨーロッパ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Republic　（Deutschland）

　　　第2次大戦の敗北の結果、米・英・仏・ソの4力国の分割占領下におかれ、1949年

東西両ドイツが成立した（ドイツ東側地区及びベルリン東部が1949年10月7日にドイツ民主

陥史

1973年国連加盟。

　　　　　　　　　　Republic　of　Germany　　｛里巴1！』；鯉ublik　I｝皇里幽a旦ζ止

第2次大戦の敗北の結果、米・英・仏・ソの4力国の分割占領下におかれ、1949年

通貨単位

248，577
6，／67　　　（／98／年）

＿BΩ1m」ボンL＿＿＿＿　＿．．．．

Deutsche　Mark（ドイツ　マルク）

東西両ドイツが成立した（ドイツ西側地区及びベルリン西都が1949年5月23日にドイツ連邦

共和国一｛醐必．として成立見≡　1973年国連加盟。　　　　＿　　　　　．　．

独立年月日

＿独立．以前＿＿．

政　　体 連邦共和国

橋大学縄済研究所
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● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　・ ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　．　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　・

通称国名 Ghana II三式国名　　　ガーナ 共和国 Republic　of　Ghana

位置する地域一’一　一　　一一　　一　一　一　　＿一一　一一　　≡一　　　一　　一

｝一

一アブリカ＿二＿．西アフリカ．＿　　．＿ 三ユ’、1850年∫黄金海岸」と呼はれ2ζ一帯が英植民地となり1896年北部が英保護領と
　

面　　積←　　　　　　　　P一’　　←参　　　　r－　　　　　　｝←　　←　　’　一　　　《　　　　　　　一　　　　一　　A一
（kmZ）　　一→一

238，537一s　　－　　　　一　　　テ　　　　　　　　　、　　←一一　　｝

－｝－1’一＾一一’一－
なった。 19（沿年代から民族独立運動が盛んになり、1957年3月、英信託統治地域のト

＿人．＿」コ」万AL ノロ20乙． ＿　（ノタ．8！ξ輻）　一

’一一一A←
一ゴランドを併せて英植民地内の最初の独立国となり、1960年7月1日英連邦内の共和国

首　　府 Accra（アクラ） として正式発足した。
一一一←r－｝一一一一サー←一 一一一’一一一 一一一一『一一 ：一一｝… ⌒一一一一一一一←｝一 一“ρ〔一一通貨単位 Cedi　（セデイ）　　　　一一｝

参照：To90
→　　　一←一一　一　一　　『　　’“　A←　⊇｝　　一　　’　　　一　　　　　’　一一　〔　　　，　　　　一　　一　　　　一　　一，　　　参　，　　＾　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　A－　　　　　　　一　→一　一　　　→’　一　　　←　　　一一　　　　　一　　　⇒　A　＿　－　　1　　＿＿　＿一　㎡　　　＿＿＿　　　《　　　　　　　　　－r　　－・，一＿＿　　　　　　　　　　　　＿＿　　r　　　－＿　　　　｝＿＿

独立年月日一　　　一　　一　A　　　　　　　｛　　→　　　一　　　　　｝　　一　　一　　　　　，｝　’〔　　　一一　　一　　’　　　一　　　『

．▲95ク年3月6日
⇔｝”一一”一 ，P一ラー一一一r

独立以前 英国領

一一

→一一一
政　　体 共和国

一｝，　　　　　A　－　　一一　　一 一一
1－　一～　　1　　　　　　一　一　　　　〉一　　　　　一　　　　　テ

一一一　一一
一一　　　　　　　　　　　v　　r　　　　　　　－　　　　一　　←　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早　　　一’ 一　～　　←　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔←　　　’　　　一　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　＿　　　　　　　　　　←

一 一一一一一一．
・一一一・一　　｝P　●｝　　■●　　　　　声’　　→　　　　　　　・一　　・．》一ワー1 ，一一一・⑳一●｝一’　　一・マ，．　●　●　｝““　　　　■’，　　　　　∀ ■　　句　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病．　＾　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　一　　・　．　“　　一→r◆一・←．　　一　　　　一　　一一■，一　　　≡　→

通称国名 Greece 正式国名　　　ギリシヤ共和国 The　Hellenic　　Republic

位置する地域 ヨーロツパ＿二」事ヨ＝只ツパ 略史　　　　　A．欧州東南部バルカン半島の南端の本土、ペロポネソス、諸島の3地方に分かれて
←一　　一　一一　　　　　　　一　　一←　　　一　一一　　　　　　　一　≡ べ一〉参←一← 一　｝　～一　　　一“一　一　　・　　　　　　｝ ｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一．匝一＿」亘一．．

（km2）　　一’

／．3！・944＿
一一

恥る。古代文明の発祥の地として知られ、紀元前5世紀に最盛期を迎えた。　その後ローマ

人　　口｝A　 （万人） 97／ （／98／年） 帝国、オスマン・ トルコの支配下にあったが、1892年の対トルコ独立戦争の結果王国として

．首．．府． Athinai（アテネ）
独立した。 1924年国民投票で共和制を宣言したが、1935年再び王制に復帰した。第2次

通貨単位 Drach姐a（ドラクマ）
大戦中、イタリア・ ドイツの侵入を受けた。　戦後内戦を経て王制を維持したが、王制派、

独立年月日
一

共和派の対立で政情不安がつづき1967年軍事クーデターで軍事政権が成立。　1973年王制

の廃止となり、共和制を宣言、8月19日ギリシヤ共和国が正式に発足した。　その後1974年
．独立以前

『∋一
一M

のキプロス紛争がきっかけで民政に復帰した。
←一A←ラー一｝’ 一一一 一串

　

政　　休 共和国

●　　　　　　　　　　　■ ● ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■ ．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

・15大学経済研究lll
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通称国名 reenland

位置する地域

面　　積（km　2）

＿人＿＿ロメ万人）

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

正式国名

．アメ．リ匁＿＝＿二化アメリ亥1．一．

己！∠Z己60一ρ＿　　　．

．左＿＿．＿（／980年　）

Godthab（ゴッドザーブ）

Krone　（クローネ）

通称国名

グリーンランド　　　　　　　Greenland

　　　　　　　　　北大西注ζ北極海の間にあるデンマーク唯一の海外領土（1380年以来）で世界最大

　　　　　　　　　80％以上が氷原で居住不可能地帯である。．1979年5月1日自治政府発足。

Grellada 正式国名 グレナダ Grenada

位置する地域

面　　積（km　2）

人　　口（万人）

」L」置＿＿一＿

　通貨単位

独立年月日

＿独立以前＿＿一＿＿＿

政　　体

アメリカ カリブ海

344
／／　　　　　（／98／年）

＿s｛≡旦隻旦9已旦」セン」二．ジ亘＝．ジス）．．

＿ECdΩ1ユa］L＿」（蒐ゴユーUL二2！＿上ξ2レ）＿＿．．

／974年2月

一フランス領二＝主．三英領

英連邦加盟の立憲君主国

陥史　　＿カリゴ海ウインドワ＝ド諸島最南端．に位置する。．1498年コロンブス来島。

　1◎65年フランス領、1783年英領となる。　1966年自治権を獲得し、1967年近隣の英

　自治領と西インド連合州を結成。　1972年英政府との独立交渉が始まり、1974年2月

7日正式に独立した。

・ 橋大学〃済61”，l　pll
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通称国名 uate紐ala IE式国名 アテマラ共和国 Republica　　de　Guatemala

位置する地域

面積（km」2）

＿，へ＿一口．（万人）．，

首　　府

通貨単位

独立年月日

アメリカ　ー　中央アメリカ

／ρ8，88g－

－7－48．一＿　一（＿∠夕8！年）．＿

．C些旦魎1旦（亘tyL（グ．アテマラ市1＿

Quetzale（ケッアル）

｝三丁二北嚇工二蔦米地峡三こ位置する．4三二三；で先住マヤ族

　　のマヤ文明が続いた。　1524年以後スペインの植民地。　1821年独立を宣言したが翌年メキシ

　　コに併合、1824年の中米連邦参加を経て1839年に分離独立した。

独立以前

／839年

スペイン領

政　　体 共和国

　　　　…◆
通称国名　　　G・

｝一一一一■一一　　　　　　　　　　　　　　　一一●■w　　　　’　¶■一＾一一一ロー　　　＾＾，パ⇔一●　　騎　　　・⇔

　　　　　　　　　正式国名

～　〔・一　　…1・　　　　　一一…¶、●　w鴫噂栖ロ　．，A司●一“声喝　，　、o　　　　　　　　　　　　　．．　◆一の　．1　　　．帥，　■，　・・．⇒　　w●吟，看〉

ギニア人民革命共和国　　　　　R6publique　Populaire

　位置する地域　 アフリカ　ー　西アフリカ 陥史　　アプリ力大陸の西端、大西注に画する

面　　積（km2）

　　　　　　　　｝　　－　　　　　　　　1一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　一　　　一　　　，　　　｝　←｝　　　一　　　　　　ウー←’

245，857
があったが、19世紀末にフランスの植民地と

人　　口（万人） 5／5　　　　　（！98／年）
A一一一

　　フランス海外領土中ただ／っ仏共同体を離れ

Conakry（コナクリ）

一つテ←一一一

一→一　

“　　　　　一一　　　　　｛　一　　　｝　　　一　　　　　　Ar－　　　　　一

　　　　咋一

一一　　　　一　　｝　　　　　’　　　＾　　一　　　　　　，　　A　　　　　　　　　　　　F　　r

，－w’－－r一

＿首　」自＿＿

通貨単位

　　　　　　　　一　　　　一　　一一　　一一　　　一　一　　　一　一’　　　｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　≡一　　＿　　　－

Sylis（シリー）

，　A　　－　　一　　　A　　　　　　　－　一一一　　　　　一一一≒一一　A－　　　　｝〔一　　，　　旛　　→　一　一　　一　　　←　　一　　　　　　　一r　　　－一　　　　〔s　　　－　　　＿r　－　一

　　　一　　　’舗　一　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　一’　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　●一

　　　　　　　　　　一一

独立年月日

　　　　　　　　一一　　～一　　　　　≡　　’一一一一　　　　一

／958年／0月2日

＿独立以前

　　　　　　　　一　　　　　　　一一　　　　一　　r－一　　÷

フランス領

胃一≡㎜，1A－←’一

一立を宣言した．

一 一～一一←←一一≡一一一≒r－一，一●一一一’亀一’＿

●　　　　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一　　一　　　　　　　　　　　≡　一　　　　　　　一一一　　　　一　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　＿

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　”　　　　一　　一　　一　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　r　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　一　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　　　一

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　”　　　　　一’　　　　　A　　　　～　　←　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　－　　　　一一　　　　一　　　　　　　…　　＿　一　→　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　｝

　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

一一一＿政　　体　　　　“

　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

　　　　一　　　　一一　　　　一　　　一　　　　　　　　　　一　一　　　　一一　　　　　　　＾　　　　＿←

　　　一一　　一一　　　一　　一　　　　『一　　　　　一　　　　　一　一　　　　　　　一　　　一一一一　一　　　　　一　　　　　　r】

共和国

　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

一一一　　　　　　　　　　　　F　，一　　　一　　一一　　｝　　　一　　　一

　　一　　合　　　　　　“　　　　　　　一　一　一≡

　　←一｝一≡’一”

■　　　　　　　　　　●

　　1－F－一

一一　　　　　　　　　｝　　　一『一一　　　　　　　　　梧　　一←　　　　　“

　　■　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　PoP111aire　Revolutionnaire　de　Guinee

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．18世紀にはイスラム教徒のフルベ族の国家．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1958年9月の仏第5共和制国民投票で

フランス海外領土中ただ／っ仏共同体を離れての独立を選択、10月2日の制憲議会で正式独

一・ 橋大学経済研究所
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通称国名 uinea－Bissau ］1三式国名 ギニア・ビサウ共和国 Republic　　of　Guinea－Bissau　（Republica　de　Guine－Bissau）

．位置する地域

面　積（km2）

人　　口（万人）

首　　府

通飼単位

独立年月日

独立以前

政　　体

アフリカ　ー　西アフリカ

36，／25

ぷ8　．　　．（／98／年　｝

Bissau（ビサウ）

Guinean　Peso（ギニア　ペソ）

！973年9月24日
ポルトガル領

共和国

陥史　　アフリカ大陸の最西端にあり、ギニアとセネガルにはさまれた大陸部とその沖合の

　ビサウ島、ピサゴス諸島などから成る。　1446年ポルトガル人が上陸、1879年ポルトガル

　植民地に編入された。　1956年9月解放組織ギニアカボベルデ独立アフリカ党（PAIGC）が

　結成され、1963年武装闘箏に突入。　1973年9月24日PAIGCは国土の75％を解放、解放区で

　全国人民会議を開いて「ギニア・ビサウ共和国」の独立を宣言した。　1974年8月独立協定

　，が調印され、9月10日ポルトガルは独立を正式に承認した。

通称国名

位置する地域

Guyana

面　　積（km£）

アメリカ

2／4，969

正式国名

人　　口（万人）

二首＿＿府＿＿＿＿＿

通貨単位

独立年月日

＿独立」以前＿＿＿．＿

政　　体

熱帯南アメリカ

ガイアナ協同共和国

90 （／98／年）

GΩ些鯉迦n＿（ジ旦二ニジ迭立ン）．．＿＿＿

⊆旦y旦旦．－4旦旦旦x」ガイア±＿ドル）＿＿＿

！966年5月26日

、領＿｛旧一英領主zゴ：L＿

英連邦加盟の共和国

1621～1781年の間オランダ西インド会社が支配していた。

1802年オランダ領にもどり、その後1814年再び英領となった。

定を結び、1966年5月26日英連邦内で独立。

．重米大陸の北重端に位置する。　アラワク族・カリブ族などが先住レていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1796年英国が占領したが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965年英国と独立協

　　　　　　　　　　　　　　　　　1970年2月共和制に移行。

一・ 橋大学経済li∬究所
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通称国名 Guyane　Franξaise 正式国名 仏領ギアナ Guyane　　Fran～iaise

位置する地域

面　　積（km　2）

＿△＿」コ」万人L

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

アメリカ

90，000

熱帯南アメリカ

6．4 （！980年　）．．

Cayenne（カイエンヌ）

Franc（フラン）

参照：　略＿史

陥史　　　南米大陸の北東岸にある。　17世紀初めにフランスが一時占領、その後オランダ、

　英国の支配を経て1816年フランス領となり1946年海外県に昇格した。

通称国名 Haiti　　　　　　正式国名 ハイチ共和国 Republique　　d，　Haiti
一

陥史
　位置する地域一一　　←　　　　　　　　一一　　一　一　一　　〉　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　r，＿’

　面　　積（km2）

アメリカ　ー　カリブ海一一　　一　叩　　　　　　　　　　　，　　｝　　　　　一　　’一　　一　　　一　　　一　　｝　一　一　　　一　　一　　一　　　　　　＿　　　一｝“　　　　　　　　　　　－　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　－

27，750
人　　口（万人）

　　　　　　　　　＾　｝　　一　　一　　　　一　　　　一　一｝　　　　一　　　一’一一　　←　　　　一一

5／0　　　　（／98／年）

　　イスパニョーラ島に到着、スペイン領となる。’一’一一一一’〔一｝一

　　独立した。世界で最初の黒人共和国。一　’一｝　　，　　　　一　　　　　　　　　　　→　A　　←　　“　　　　’　　　一　一　　　　　一

　　　　　　　一一一

．＿首　　庖＿＿＿．，

　通貨単位一　　一　　　　　←　　　　　　　　一　　　一　　←　　　一　　　一　一　　一　　一　　　　一一　『P　　　　　　　　　－　　＿　　一一

」1垣呼月旦　＿一

＿独立以前＿＿．．．

一
　’”⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一，　　「　’一一　　｝　’　　‘　　　　　　　r　　1－　　～一｝1　

＿P9工t－au－Pril1CC＿（ボニト1三プリ≧イス）

Gourde（グールド）一　　　　　　　　　　　　←一　一｛一　　　　一　1　　　　　　　　　　←　　　一　　〉　　一　　　　　　　一　　一r　F－　　　　　”→　　　←　　　　　　　←　一　　　一　　　　　　　　　　　w　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　＿　　　　　　一

乙804年．．．＿＿

スペイン領→フランス領’－－一一　　　　　　　　’　　　　　　　一　　　　　一　　　一一　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　＿　　　　　　A＿　　　〔　　A－　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　～一一≡

　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

一一“一一一r一一一∨一

　　　　　　カリブ海のイスパニョーラ島の西3分の／を占める。　コロンブスが1　　　　　一一一A－＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17世紀末フランス領となり、　　　　　≡　　　　　　　一一　’一　『へ　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　⌒　　　　　　　←　　一　　一　≡　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　一　　　　＿一一　　一　　一｝　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　，　　一　＾　一　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　＾　　　一　　→　　一’－1　　　　，　　一　　　　÷　　　　　　＿　　　べ　　　　一

　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　－　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　一・　　　’　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　H　　　　　　－　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　’　　　　　一　　　’　　　　　　　　　　一　　　　A－　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　一’　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

『r－一一一ペー｝一一一一一～A－一一一一｝，＿一，一

　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

政　　体一　●　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●

　　　　　　　一　　　　一　一　　一　｛　　一　　　一　　　一　～一　　＿　　　←r　　　　←　→　　　　　　　　＿

共和国

　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

一　一一　一　　　　一←　　　　へ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一　一　　　⌒　　　〔　　　　　～一　　　　，　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　旨　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　》

．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

・｛5大学経済研究｝りi
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位置す灸地域

面　　積（km　2）

一ノL．＿口．（万人L

首　　府

独立年月日

独立以前

巨ンジ言共掴

アメリカ　　　中央アメリカ

／！2・088

＿3．星2－＿＿＿＿．（．＿乙98！年．）－

Tegucigulpa（テグシガルパ）

Lempira（レンピラ）

／亙3ε年

Rep｛iblica　　de　　Hondllras

略史　　　1520年スペイン領となり、1539年グアテマラ総督領に編入。　1821年独立、

　メキシコ帝国合併を経て1824年申米連邦編入、1838年分離独立した。

通称国名 Ho　11

位置する地域

面　　積（km2）

人 口（万人）

　首　　府

　通貨1単位

一．独工ζ年月日一

．独立以前

政　　休

Kon 正式国名 ♂、、 コ、

アジア 東アジア

／，045

5／5 （／98／年）

yictg竺ic∫已クトリア）一　　．　．　．．＿一

．HQng．壌Ω題d旦U　aエ．．（香港　ドル）一＿＿

陥史　＿虫邸亙州亜口重重約1廻モ主里支那抱麺レΣ香港鳥≧中甲大陸ζ⊇なヵ渇

　　　　　九竜半島および周辺の大小230余の島からなる。　第1次アヘン戦争（1840～42）

　　　　　の結果、香港島は英国に割譲され、さらに1860年の北京条約で九竜半島の突端部が

華領となった。　1898年英国は清朝政府との間に九竜半島の残り全部と235の島・付

近の海面を1997年まで租借する「香港地域拡張に関する条約」　（通称99力年条約）

を結んだ。　第2次大戦中は日本軍が3年7カ月占領した。

・ 橋大学経済研’デ1；1りi



35
● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・ ● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

通称国名　　Hungary 正式国名 ヒ、ンガリー人民共和国 Magyar　N6pk6zt～｛rS　aS‘9

一位置す．る地域一＿
ヨーロツパ　ー　東ヨーロッパー　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　←一一　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　一　　　　A　　　　　　　　　　←　　　　　一　　　　一　　　　｝

陥こ「二・・年前酋マ帝国の一部で；った力迦紀末マジヤール人が王国を建設、

面　積（km2） 93，030 1526年オスマン・ トルコに占領されるまで中部欧州の強国であった。　その後中央部
一　　　　　一　　　～　　　一　　　一　　　一　　　　　一　　　　，　　　　　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　一　　　　　　　　曽

｝一←一
一

＿人＿一口．（万人L ．ノ土ρ7ノ＿＿　しz9ヱ／年． 〕 はトルコ領、西部はイ、プろブルク家（オーストリア），領、東部はトランシルバニア公

首　　府 Budapest（ブダペスト） 国となり、17世紀にはオーストリア統治下に入った。1918年10月王制を廃したが、

r－｛一一一一一｝一一｛←一一一 →一一一｝←一～一一A一一や一， 一一 一一一 ・一一

通貨単位 Forint（フオリント） 1920年3月には名目上の王制が復活。 第2次大戦で対ソ戦に参加したが、1944年12月
一一一一⊥一〔一｝一｝”’》づ

，　∋　　　一　　A　　　一　　一　　一〉　　　一　　一一一　⇒一一 一　　一　　　　〔　　●　　　“　　，　　　　，　　一　　　　一’　　　　　　　　　　㊨　　　　　　　　　　　　’　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥ ～　’　　　　一　　一一　　一　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　A，’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

独立年月日 ドイツ軍の撤退後ソ連軍に占領され、東部ハンガリーに臨時政府が成立、1945年1月

一一一〒→一一一〉｝
一　　｝　　　　一　　　　　　一一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←｝⇒　　　　　　　　一　　　一 一 一≠一一

独立以前 連合国との間に休戦条約が調印された。 1948年共産党と社会民主党が合同して勤労者党

’

を結成、1949年5月の総選挙で勤労者党が圧勝しし同年8月人民共和国を宣言した。

政　　休 人民共和国

’一一一一一一〔一一r’一’〔 一一一一←一
一一軸”　　＝一 ●’一　　　一●←一⑭　一　　一A一一一　■←●■〔一一　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　－　　　　　　⇔　　　　　　　輪寸　　　、 、　、　　1●　一　、　　一一七． ・　　卿　　　一　　　．． ■　●A●〆　　　■　　．■・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　－　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　●　一

、通称国名 Iceland　　　　　正式国名 アイスランド共和国 Republic　of　Iceland

一一脚一r
位置する地域 ヨーロツパ

面積（km2）！03，000

北ヨーロツパ

（／98／年）

略史　　．北極圏に接レ北績q3～堕度に位置する世界量北の島国9－▲262年ノルウエ＝王の＿

　支配下に入り、ついで1380年デンマーク主権下の独立王国となった。第2次大戦中も

人口（万人）23

＿萱＿」L＿一 壁】座javik（レイ圭．土ビツク｝＿．＿＿＿
－Kronai一て…ヲ「百「＝：チ）一

＿K坦辿L（路」量L＿上之旦∠ニル）．＿＿＿＿

完全独立を目指し運動が続けられ、1941年国会で独立を宣言、国民投票を経て1944年

6月17日アイスランド共和国が成立した。

通貨単位

独立年月日

＿独立以前一一＿

／944年6月／7日

呈ンヱ＝ク．領＿＿＿＿．．

政　　体 共和国

橋ノく学村済研究所
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　●

通称国名 India

●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　正式国名
レジド

・　　　　　　　．　　　　　　◆　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　◆　　　　　　　・　　　　　　●　　　　　　・　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　111dia

位置する地域 アジア　ー　申南アジア， 陥史　　　1600年東インド会社を設立した英国は競争相手のフランろを1757年プラツシーの
一一一一　　　一　　一　一一一　　　　F　　≡　　　一 一一，一｝

→　　　一　　　　　一一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　一　一≡〔　←←　　一 一一　　　　　　“一　　一　　一　　　　　→　　一一　　一一 一一　÷　　　＾　〔　　＾　　　　　　　　　　｛　　一一一　一　　一　　　　　　　一，　←’　一　　　　　　　一　　　　　一一　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　一

　面　　積←一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一“（km　2）

」22旦7三重go＿＿
一　　　　　∨　　　　　　一｝　　　　　　　　　　　一　　一　　一

　　戦いで破り、インドにおける支配的地位を確立した。　1858年東インド会社を解散して一一一→一

一A＿」コー（万人L一 」ζ足，3．8－∠．一一＿（ノ旦一8／年． ＿）．　．

英国王による直接統治を開始した。1914年以降マハトマ・ガンジーの指導で独立運動｝1｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

首　　府 New　Delhi（三三ニ　デリー）
　　を展開し、1947年8月15日独立した。＿一’テテ｝栖㊨一’｝

｛一　　｛　　一｝一　一　　　　　一　　　　　　　　　一一　　一　　　　一　←　　　　　一 一一一←
“　　　　　　　　一一　　　　｝　一　　　←　　　　　　　一

一参一　　　　　　　　　　　　　　　一一’＝、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

通貨単位一｝一　一一　　一　　一　＿　　－　P Rupee（ルピー）　　　　　　　一一一｝←一一“←｝一｝一一一，

～一→　　｝　　一　　一一　　　｝一｛　一 “一　　“　一一》一～・一一一“　　　　　　一一一　　　　　・　　　　一　　▲●　一一　　一　　　　一　　　～　　　、　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　一　　一　　　←　－　rrw←一一　　　一　　　　　　　　　一　一　　，→　　　　　　　　　　　　一　　　■一　　　　　　　一　　　一＾　　一　　　＿　　＿＿　　＿1，＿＿＿モ　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　＿　　←　＿＿　　　←　　＿　＿

独立年月日 ／947年8月／5日
一｝≡　　　　÷　　一　一一　←　　一　　　　　　一　　一一　　一　一　　一一一　　一　　　　一一 一一一　一一　　一一一一一　　r－　　　一　　一　→　r　－　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　＿　　　　　・　　　　　　一　　一　　一一　　一　　　　一　　　　　　　一　　　　一　　　’　　　　一一一一一　一’　　　　　　一　一 一　　一　　　　　　一　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　＿

独立以前 英国直接統治
’一一

一一 一●

一｝一一一一一一A－’一一｝一一 一　 一呵一←｝←一一　一一一一一　～テー一 〉一一一▼ 一　　　　　　　　　　　A　　－　　’　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　＿，　一s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　一

政　　体 連邦共和国
｝一｝一一一

’　　　一　　　　，　　　一・　　～一　　〔一　　→　一　　　会一　　　　一’一 ｝　－　｝　　≡　　　一一一　　　　　〔←　←　　　　　　　　　　　　　　　　一　　’　　　　　　　一　　　”一　一一　　　　一　｛｝・　一←　　　　一一　←　　⌒　一　〔　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　早一　　　一　“一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　＿　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

一
一｝一．一，一一一｝●一　　一●　　　　　，●・←一●一一一　　一　一　　、一　　ぺ　　　←’s　● ●一¶「｛＝一戸1r「古一w　　－一一，●《“、“、・」　．●　　叩・、A●　∨　．　　　　　　　　　　　　　　令●　㊥　　　一　】　　　　　　　　　　　，・●＾　・　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　＿　　←・　　　一｛＾一●，．　　，　　　　｝　　＿　＾　　，←　　，

、通称国名 Indonesia　　　　正式国名 インドネシア共和国　　　　　　　Republic　of　Indonesia

位置する地域 アジア　ー　東南アジア 陥史　　＿．西南太平洋に散在する大小1万以上の島々（主たるものはyジヤワ・スマトラ・
←一≡一 一　，　　　一　　←　　　一　’一一　　　　一　　　　　｝　　　一

一¶一一一一← 一　　　←一　　◆　一　　一　　一一　、　　　　　一一　　▼　　　曽　←一←←　　，　1　　　　　　－一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一～　　→　　　，　　　⑳　　∋　　一　　　一　w　　　　　　　A　　＾一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　’　〔　　一　　　　　～　．　　　　　一　一　　　＿　　　　　　　”　，　　　　　　＿

面　　積
（km　2）

／，904，345
　　カリマンタン（ボルネオ）・スラウエシ（セレベス）等）からなり、人が住むのは992島。一　　　｝←　　　　－F　　一　一　　　　　　　　　　　　一　　　＿　　　　’　　　　　　　　　”　　一　　一　　　　　　一　一　　　鍾　　一一　一一　　　　r　　，　　　＿　　　　　　　　F　　　　　，A

一一 ¶　　　　　＾　　　　　　　　≡　一香｝　　　　　　　　⊥　一　　≡　　一一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　P－　　　　　　　　一　　　　　　　’　　＾　　　←　　　　　一　一　一一　一　P’　←一　　一　一　一　　　　　－一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿“＿　　　　　　　　＿＿

人　　口 （万人） ！5，052　　（／98／年） 5世紀以降仏教、ヒンズー教の王朝が興亡、15世紀にはイスラム王朝が誕生するが、17世

←一、一一一｝一 ，≡　　　一一　一一　　　．一｝一　一　　一一　　一“　　一一一一一一　一　一　　一　　一　　　一　～　　▼　＾　　　一　　一べ一一　｝　　　F－～　　一一F｝｝　　　　　　　　一　　　　一　　’　　一　｛　　　“一　　　一　　一一　一　．一　　　　　一⇒一｝一’÷　一一→｝　　一←　　一　　　　　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　　－F　　－　　　←一＿　，一　一　　　＿　　　　　＿一一　　　r　　，＿　　　＿　　　＿

」萱＿」L
Djakarta（ジャカルタ）一一←1’一

　　紀オランダに植民地化されるまで統一王朝は一度も成立しなかった（オランダ東インドs←　一←　　一　　　　　r　　　　－　　　A　　　　　　　　’、一一　　　●一≡　　　　　　　　　　　　～一一　一一　一一　　域　　　一　　　　｝　　A　　一　　一　←　　｝　　一　　　　　　　　　　　“　　　≠　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　－　　　　　→　　一＿　　＿＿　＿　　一　　A　　ひ　一　　　　　　　←　　｛　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一＿

’　　・　　　　　　一　　　，一　　’　一　　　　一　　←　　　　一　　＾　　　一　　　　　《　噌　　一　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　一　一≡　　一　一　　　　　一　　　　　　　　一　　，　　一　一r＿，　　　　　　＿

通貨単位 RUDiah」』レピヱL＿＿＿＿＿＿＿一 会社は1602年設立）。　以後オランダの植民地支配は1942年日本の占領まで約350年続いた。
一　　一⇒　一→←　　一一　一一一一　　←　　一　　A－　　◆ ←　　　一一〉　一　一　　一　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　←一一　　　’　　　　　一　　’一≡百　一　一一　1　－　←　≠－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F→　　　一　　　→　　→r　－　　　　　＾　　一一　　　サ　　　　　　　ー一　　一　　　　一　　　，一　　　←　　一　＾　一一　一一　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　一〔一　　　　　　　一　　　　　　＿，　＿　　一　　　　一

独立年月日 ／945年8月／7日 ＿，日本の敗戦の翌々日の1945年8月17日、スカルノ・ハツタが独立を宣言したが、再植民地化

～｝一一一
一　　一　　一　　一一　　　一　　　一　　　一一一1一　　　　一 ●一　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一一　　　　　一　　　一一　　　　　　　　　　　　一　　　‥　　一　　　　一　　≒一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｛　　　一　一　　　∨　　一A　　　　　　　－－　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　一＾　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　一　一　　　　　r－　　　　一　一　　　　　　　　　　　｝　⇒　　　　　　　　＾　　　　　　　一　　　一一　一　　’　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　－　　　　　　　　　　一　　一ラ　＿＿

＿独立以前＿＿＿
＿
オーランダ．領植民地＿＿＿．．

　　　　　一　　　　　　一一　　　　　　　｝　　　一　　一　一　　　　　　一

＿．をも～そむすランエζρ独立戦争が4年閲続這1949年12月バーZ日卓協定で・一粒オランダ抗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

争にようやく終止符が打たれた。
’一〉　　　　一　　一　　　←　　　　一　　一　　一　一一　　　’　　　一一一庁一　　　　　　　　　　　　一一　　　一　　　　－　｝　　　　　一

一 一一←一一｝．一’一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

→一政　　体　　一

一

立憲共和国

■　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

一・ 橋大学経済研究所
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　●
通称国名 Iran

■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

正輌ヒ’
　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

ラン・イスラム共和国

位置する地域 中　　東 略史　　　紀元前550　　　“一一一一r鴨

＿｛一　　｝　　　　一　≡『　　　一一　ウ　ー『　｝一　一 一　　　　　　一　　　一一一雫　　一　　⇒　　’一一　　　　　●、　一一　甲一 ＿　＿　＿　　一一　一≡　　　　●　　　　　　　　　←　　　　　｝　　－1　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　ン　　唱一一　　　　“　　　　　　　　〔

面　　積
（km　2）

／，648，000 支配する大帝国を築
一一～一一一一一 一一≡一　　　　≡一一一　≡一一　一’一　　　　　一→　　　　　　　一　　　一　　　　　一一　　’曽祈

＿人＿．口．（万人L 一＿ユ⊥旦ヱ之．＿＿．＿，（！98／年）　、，
その後何回もの王朝

首　　府 Teheran（テヘラン） 英国の保護下に入っ

一一
一←’●

’←　　一　　　　　　　　　一　　　A　　　　A　　　　　　一　　　ヂ　一　　　，　，　　　　　A　　　　一　　　一一 ＿　　＿→÷　一　　　　＿　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸

通貨単位 Iranian　Ria1 （イラン　リアル） 4月1日「イスラム共
一　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　◆　　　　　　　　“　一　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　←’一　　　　一　　　　　　　　　一一一一　　一　　　　　　　　一

一，＿r｝一一一｛一｛一 一一一｝一一F
一A　　　　　　　　　さ　’　　一　一　A　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　｝’　　一一　　，　　　一　一　｝　　　一　　一　　一

独立年月日
一　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　｝一　　　← ｝⌒A 一一｝●一一一一一一1≡一一， w一一一一一一x～　 曽一1←W
独立以前

一一一一
政　　休 イスラム共和国

一一一　　　一一一一
一　　　　一　　　一　一

一A一一一｝←一一一一　一　一一一
●　　　一　一　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一▼　　｝ 一　∨　　　　　’　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一’　一　　｝　　’

　一一 一一一一｝一一⇔一 一　　4　・　　　一“一　　＝一∨～“　　→A－　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P、．　一←、　，、〒 噌　岬一・⑨A－　・　匂●，　●ws　“■寸　　　　●　　　－　　1　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　■

、通称国名 Ira 正式国名　　　イラク共和国

位置する地域中東
面　積（km2）」z旦ヱ2坐＿．＿＿＿

　　　　　　　　　　Islamic　Republic　of　　Iran

　　　　紀元前550年アケメネス朝が最初の民族統一王朝として出現、オリエント世界を

支配する大帝国を築いたが、紀元前331年アレクサンドロス大王の征服により滅亡した。

その後何回もの王朝の交代を経て1906年に立憲君主国となった。　ロシア革命後の1918年

　　　　　　　　　　　　その後幾多の政変を経て、1979年3月共和制移行が承認され、

4月1日「イスラム共和国」樹立を宣言した。

陥史

人　　口（万人）　／，353　　　（！98／年）

　　　　　Republic　　of　　Iraq　　（Al　Jumhollriya　al，　Iraqla）

アラビア半島の基部に位置する。一サラセン帝国、オスマン・トルコの時代経て

第1次大戦で英国がトルコを駆逐、1920年サンレモ会議で支配権を手中にして委任統治をし

き、1921年にアラビア半島の名門ハシム王家のプアイサルを国王に据えた。　英国はその後

も特権を維持したが、1932年独立し、1958年7月14日共和制を樹立した。
＿道　　旺＿＿＿＿Eagh白d＿（ノ叉fグダ．旦上L．＿　．　．．＿＿．．

通貨単位　　　　Iraqi　Dinar（イラク　デイナール）

独立年月日 ／932年

＿独立以前＿＿．．＿⊥芙国の委任統治国＿一＿

政　　体 共和国

・ 橋大学経済研究lli
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通称国名 Ireland

位置する地域

面　　積（km2）

＿人一．＿旦．（万人）＿

首　　府

通貨単位

正式国名

独立年月日

独立以前

政　　休

上ρレラシド゜

ヨーロツパ　ー　北ヨーロツパ

70，283

344　　　　ピ／98／年）．

Dublin（ダブリン）

Irish　Pound

通称国名

！949年

英本国の一部

共和国

Israe1 ll’C国名

Ireland

」堕史　　アイルランド島の北端、英領土北アイルランドを除く同島の大部分を占め、セント

　　ジョージ海峡を隔てて英本国と接する。　英本国の一部であったが、第1次大戦中反乱を起

　　こし独立を宣言⊇g　　1921年アイルランド32州のうち北アイルランド6州を除く26州が自

　　治領となり、1937年憲法を施行、アイルランド共和国として内政を独立させた。　第2次大

　　戦後の1949年英連邦から分離、完全独立国となった。

イスラエル国 二一StlΩd Israe1

位置するjll▲」或

而．積（k・2）

人　　口（万人）

首　　府

通輿単位

独立年月日

＿独立以前＿一一＿＿＿

政　　体

中　　東

20，770
．39工＿…（ノ9β／年）

．Je四§ale坦．（エルサレム）一

．§he已1．（シエケル）．

／948年5月／4日

英国の委任統治領

共和国

」喧坐＿　　　1949年エジプト、シリア、レバノン、ヨルダンとの休戦協定で境界線が定められ、

　　レバノンの南に続き、南西はエジプト国境、南端はアカバ湾に臨み、東はヨルダン、シリア

　　に接する領域が国土となった。　19世紀半ばから欧州にシオニスト運動が起こり、1917年

　　11月英国はパレスチナにユダヤ人の祖国を建設することを承認、英国の委任統治領となる。

．－　1948年5月14日英国の委任統治終了と同時に独立を宣言した。

・ 橋大学経済研究所
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通称国名 Italy
正式国名｜

イタリア共和国 Repubblica　Italiana

位置する地域

面積（km　2）

．＿人＿＿．旦f万人）．．

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

ヨーロッパ　ー　南ヨーロツパ

30／，225

＿5，ク20＿．＿（ノ刀8！年．

Roma，Rome（ローマ）

Lira（リラ）

）

民主共和国

三ユ…㌫三三㌃三二㌫イタリ；㌶三二；ニサルジニア

　両島など約70の島々からなる。　紀元476年西「ローマ帝国の没落後、東ゴート族が侵入。

　さらにビザンチン帝国支配下でランゴバルド族が6世紀に侵入し建国。　その後フランク王国

　神聖ローマ帝国に従属した。　小都市国家の乱立が数世紀も続いたが、19世紀に入って

　　フランス革命に刺激され、サルデーニヤ王国を申心に独立・統一運動が起こり、イタリア・

　口ニスUア戦争を経て・1861年イタリア王国が誕生、ほぼ統一を達成。さらに普仏戦争

　の結果1870年統一を完成した。　1946年6月の国民投票で王制廃止派が勝利し、共和国の成立

　　となった。

通称国名 Ivory　　Coast 正式国名 コートジボアール共和国 R（≦publique　de　C6te　　d，　Ivoire

位置する地域

面　　積（km2）

人　　口（万人）

　首　　府

一通貨並位．．

独立年月日

＿独立以前＿＿

政　　休

アフリカ 西アフリカ

322，462
830　　　　（／98／年）

＿∧｜～iζlj　ao　（ヱービジrr一ン）

£FA－Fra延（CFAフラン）

ノ960年8月7日

フランス領植民地

共和国

略史　　　大西洋ギニア湾に面するアフリカ西部に位置する。15世紀にポルトガル人、

　　次いでスペイン、オランダ、英国人などが渡来した。　17世紀中頃、セネガル河口

　　を手始めとして西アフリカの開発に乗り出したフランス人は、原住部族との長い戦

　　闘の末、1917年コートジボアール全土を制圧した。　1946年仏植民地から海外県と

　　なり、1958年9月28日の仏第5共和制国民投票により同年12月4日共同体内の自治共和国

　　として発足、1960年8月7日正式に独立した。

｛5大学都済研究｝1｝i
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●　　　　　　　　　　　　　　■ ◆　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◆ ◆　　　　　　　　　　θ ● ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　・　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

通称国名 Jamaica IE式国名 ジヤマイカ Ja姐aica

位置する地域 アメリカ　ー カリブ海 1晴史

　　　　　　　　「
カリブ海の島国でキューバの南東に位置する。　1494年にコロンブス来島。

▼　　一’－　r－　　　　　一　　　＃一　　　←　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　｝
一←　　　　　　　　　　　　一　A≡　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　～　　　〔〉姪　　　　　一 A★’ A

一一
面　　積一一一一一一一一一－～一｝

（km2）　　一一一一 ／0，99／←一一，一一一『←一一一一一

一一パー≡←、一一≡一

1509年スペイン領。 1670年のマドリード条約で英国領となる。　1957年内政自治権を獲得。

人　　ロー　　　　　　　　一　　　一一　一’一　　　『　　　→　　　亨｝　　一 （万人）　A－｝
222－　　　一　一　　→　　一一一A　，　　　一　　　一一一　一　　一　一　　　　　　　　　　　　’一

⊥ノタ8！年）
1962年8月英連邦の一員として独立した。

首　　府 Kingston（キングストン）
一一一一一｝一一－一一一〔1－，｛一←　一 一｝一●一一一一一一 一一、一←

一

通貨単位 Jamaica
dollar（ジヤマイカ　　　ー＿一　　　一　　一r　　　　、　一一　　一　　一＿一←一“　　一一一一， 　ドル）｝一｝一一一’

一一一一一一一
一　｝　　’一　　　一　　　　　　　　A　　　　　　　－　｝・　　　　≡　　　　’←　一　｝　．一　　　　÷　　一　　　　　　　’　　　　　　，　　一　　’　　　　　　　一一　　　一一　　　’　　　o　　　ピ“一｝’　　　　一

一一一“一一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

独立年月日 ／962年8月
≒　　一　　｝　　　　　一　◆’　　　一　　’　　　一　〉一　　　　　←一一一’　　，　　一一　　　　　　　一　　一一　　一　’

　一一一一一｝一　≡r－←参 一一一一1 ，◆一一一 一一一一
一

独
立
以
前
　 スペイン領 →英国領

〔一一｛
一

一一一　≒｝『一一A
♪

｝一一一一‘一¶一一一＝｝一一 一一’ ～

政　　体 英連邦加盟の立憲君主制
一一 一一一一一一←

一　　s　←　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　’　　　　一　　｝　　　　A　　　　　　－　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

一
　■●｝一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一●一 一・一一s｛⑳叩⑰一　一　　’　r　　■●←●鴨　　1 ■　→■，－　－一一’●， 一噂＾　　一“一　　　　“～一　“　戸　、 一●　　、　→　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊨ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、●・一　　●　’　　　、　　　　　　■　・　’●・口●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一冒　　丁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　一　　　　　　⇒　　　●　　一　　　“　←　　一　’　　　■　r－一’　　　　⇔　　　■　　．‘　一　一一←　　　一

　’通称国名 Jordan 正式国名 ヨルダン ・ハシム王国
The　Hashe孤ite　Kingd・血゜f　J°「dan（AI　Ma皿1ak6aぷ皿？鍋iya　al

位置する地域 中　　東 1略史 第1次大戦後オスマン・トルコの支配を脱し、英国の委任統治領。　1923年5月英国
一　｝一一⑳　　’　　一一　←

一一一←　｝一，一｝一一　一←一
一　　一一　　　　　　　　　　一　　一　　　←’　　　　　　　　　　＾一　一　　　一一　　一一　　　　　　　一　デ　　　　ー　　｛’　　　　　　　　　　　　　→　　　　｛　　　一　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　　　　　　→　　，　　　　　　　一　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　－一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∈　＿　　r＿

面　　積
（kmZ）←一一　　一　　一　　一

＿旦互⊥2巫一迄L＿一．＿＿＿
一一－一｝”一一

の援助の下にトランスヨルダン政府が成立。　1946年3月英国との条約で独立した。
一，　　　　一　　　一一　　　　　一　　一一　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　’ ’　　　　　　　F－　　　　　　，　　　　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　一　’　　　　　ぺ　　　　一　　　　　　　一　　　　　　←　　　一『　　－　w　－　　　｛　　　　　一　　　，一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　一一　　一　　　　　デ｝　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→一　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿

人　　口 （万人） 336 （／98／年）　　一一一一一一’A～一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
一　一　　一　　→一　　一　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　Ψ　　　　　　　　　　　　一＿　　　　　　　　㎡　　　一＾

｝’｝一 ●噺一
，一　　　　　　一，　　，一　　一　　　一←　　一一一　　　　　　一　　　　　　’1　＝　　　一　　　　　　一　　　，一　　　←　　　　一　　　　　一　　一　一　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　’　　　　　　－　H →　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　一　　，　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　←　　一　　　　　　　　　　　　　　　一

二首　　府 A］㎜aロアン呈ンL＿＿一
’　一　　一　←　　｝　一　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　・ 一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一一　　　，一　≒　　　⇒　　一

’｝一，一一rr－， 一　　　　一　　　　一一　　一　　　　　　、　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一→一　　　一　　　　　　　　●　一　　　　　一　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　一　　←　　　　，　　一　　　　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⌒｛　　　　　－一｝　　一　　’　　一　　　　一　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　一　一＿一

通貨単位 Dinar（ディナール）
一一← ～一一→一一一一

～　　　　　｝r－　　　　　　一≡　一　　　　参　〕　←　　一　一　　一 一一　　F　－　　　　　　一　　　＿　　　　一　　一　　一　　　　’デ　　　　　　　　　ー　　　　一　　　’岬　w　　－　，≡ 一←一吟　　一　　　一’　◆　　｝　一一　　　一一　，　　一　一　一　　　一｝　　　　チ　　　ー一　”　　　一　　　一　　　一一　　　　　一　　　　　一⌒　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　吟　　一　　　　　　　　　←　　　＿

独立年月日 ／946年3月
一一一一一一一 一A－　← 一一－←一一

一　　　　一　　　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　一　一　　　　，　　　　　　　一　　　一　　　｝一　　一’ ←　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝　　一　　　　　⇒　　　　　，　　一　　　｝一　A　　　－一　　　，　　　　　　　　　　　　一一　　一　　　　　　　　　　　　A　　　　－　｝　　一　一　　一　　　　’　　　一　　一　　　　　　　　　一　　　　　’　　　　　　　　←　　～　㎜一一　一　　一　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一，　　一　　　　　＿

一独立以前＿＿＿＿ ｝国の委任統治領．＿＿＿一．
一一一一一A－一 一一

一一一一一　　　　　，　　　＿　　　　　怜　　　　　　一　一　　　　　一一一一｝一一　　　　〔　，　　　一　　　　　　，一’　　　　　　　一一一　　一　　“←一　　一一一　一 一　　　　　　　　　　一一　　一一一　　　　’　　論　　　　　　　　『｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　一＿

＿一一←≡一←一 一　　　　　一一　　一　　　一　〔一　　一　一　　一’，　A－▼，　　　　　一一　一　｝　　←　A　　⊇　　一　　　　　　　　　’ →

一一

→，’ ●　一 ，

政　　体 立憲君主国
一A－｝÷一A「÷ ←一

一→A
’『｝→一 一

■　　　　　　　　　　　■ ● ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

・ 15大学経済lljl究所
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通称国名 Kenya

位置する地域

面　　積（km　2）

＿ムー＿．口」万人）．．

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

正式国名 ケニア共和国

　アフリカ　ー　東アフリカ

　582，646

」こ∠乙∠．む．＿∫一乙9ξ／年

　Nairobi（ナイロビ）

」已ya竺S坦！i旦（ケ三Z＿シリンZ）

　／964年！2月！2日

　英国保護領

英連邦加盟の共和国

通称国名

Repub　l　ic　　of　Kenya

陥史　　　15世紀にポルトガル人によるアフリカ探検以後ポルトガル商人が進出してアラブ人

　．を追い出した。－1g世紀申頃から華国が進出して1895年英国保護領となった。　比較的早く

　から黒人の民族運動が起こり、第2次大戦後ケニア・アフリカ人同盟（KAtOが強力な組織を

　誇った。　激しい独立闘争に対し英政府は非常事態を宣言、K旬を非合法化した。　その後

　1958年頃から民族運動は勢いを盛り返し、1963年10月のロンドン会議で独立が認められ、同

　年12月12日に英連邦内での自治国として独立した。　翌1964年12月12日共和国となった。

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

位置する地域

面　　積（km2）

人 口（万人）

且．」L＿
通貨単位

　独立年月日

」独立以前＿＿＿．

政　　体

　　　　　　　　ポリネシア　及び
一主セZ三Z＿二：＿＿ミグロネシア，．．

7／9

6 （／979年1

一廻已≧」≡竺翌二『嵩記三

！979年7月／2日

英領植民地

大統領制

略史　　　　ギルバート、フエニックス、ラインの3諸島からなる。エリス諸島（現在の

　ッバル）が1975年に分離する以前はギルバート・エリス諸島と呼ばれていた。　1788年

　に来島した英海軍のギルバート大佐にちなみギルバート諸島と命名。　1892年ギルバート・

　エリス諸島の名で英国保護領、1916年植民地になり、1979年7月12日独立した。太平洋戦争

　で日本軍が占領。　タラワは日本軍激戦地。

一・ 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　　　　■

通称国名　　Korea

■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・

　（韓国）

　●　　　　　　　　　　●

正式国名 ピ撫国
●

＿位置立る地域＿一 ＿ア芝ア＿二＿東アジア＿＿
一一一一

面　　積（km　2）≡　　　　“　　A“　　　　　　　　　’　　　　一　　　　一　　一　　　一　　　　　　，　　　　　　　一　　　　　　　　　　一

9ダ是ε4一
一 A

人　　口（万人已 3，872 ．（！98／年 ）

首　　府 Seou1（ソウル，京城）
一一一〔

通貨単位 Won（ウオン）

｝⇔－1一一
一一　　　　　　　　　　　　　⇒　　　　　》　一　⇔　　“　　　∨　　　一　　←　　　　　　　　　参｝　　　｝　　　　　＝ 一、

｝一≡一一

独立年月日
一ザー一一一r－一一・，一一r一一 一’A’A－一一〔一一一一P， ← 一←

独立以前

一●｝’一 一｝
一

政　　休 共和制
一r－一≡’一一一一一一÷’一一一一　一一

，　　＿←一，　　　　　　　　一　　一　　　一　　　　　　　ウ　｝　　A　…　一一一一　　一一　　一　　　一＿　　r　　－　　　←　A　　　－　，　F一　　ヂ　　，r ｝→一一一一 ｝一〉一一

一→一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一 ●　　～　・A－一一《　　　　、一　　　→F　　W、　　、　　　　一→　　　r 、　、一、・一・　－　1・　　　一

通称国名　　Kuwait 正式国名 クウエー

位置する地域 ⊥一亙．＿＿．＿．＿
一一一

面’積（km2） ！7，8！8

人　　口（万人） 3／6 （／980年）
一

」迂　　府 Kuwa　i　t（クウエート）
←一　一　一一＾　一　　参早一　　1　　　｝　　　一　一　　　≡　一　　＿　　一　＾一一　　祈｛　　～＿一

通貨単位 Dinar（ディナール）
一一一一一＿ ’　　　　　一　　一A“　一　　　一≡　　　一〉　　一　　　　　≡　　　一一　←

独立年月日 ／96！年6月
一一’

＿独立以前　　．＿＿ 墓国保護領＿＿＿＿一．
一一 一一ヂ＿ピー一

一一一　一一｝　　一　　　　　　　　一　一　　一　　　　　’　　　｝　　　　A　　　－　　　　　　　　　　一　　▼　　　｛

，《

一一　　　　　　一一一　　　、　　－　R　’

政　　体 　　　｛
立憲君主制

一一一一一 一一噺
，

■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●

　　　　　　　　　　　Republic　of　Korea　（大韓民国）

陥史　　　＿朝鮮半島の南部分を占める。日清・日露戦争の結果日本が進出、1910（明治43）

　　年日韓併合。　第2次大戦の日本の敗戦により1945年8月15日独立した。　その後北緯38度

　　線を境として、1948年8月南部に大韓民国が、1948年9月北部に朝鮮民主主義人民共和国が

　　成立、南北の分割に至った。

State　of　Kuwait　（Dowlat　al　　Kuwait）

陥史　　＿＿ムルシ宜湾の西北部に位置克るΩ」899年英国の保護領となる。　1938年

石油発見、世罫屈指の石油産出国である。　1961年6月正式に独立～！た。

・ 1喬大ゾ芦経済研究所
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■ ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●

通称国名 Lao 正式国名 ラオス人民民主共和国 Lao　　PeoPIe，　s　　Democratic　　Republic

位置する地域 二z．芝ア＿：二速南アジア 陥史 ＿インドシナ半島のほぼ中央、南北に細長く位置する内陸国。14世紀半頃のラン
一　　一一一　一　一　　　　　←　　’ 一≡一 A一一’F 一｝一 ～一一一’

面　　積
（km　2）

236，800 サン王国が建国の起源。 18世紀ルアンプラバン、ビエンチヤン、チヤンパサクの3王朝に
一一一一一一一“一｝－r一 一亨　　｝一一｝ 一一－一一一一一　一ピー一←“’←’べ一一一¶ 一“≡一 一A

」＿＿q．（万，ざL 」一＆Z＿＿＿＿（ノ］28！年，
》
．

一丙A←”
分裂、19世紀初めタイの支配下に入り、1899年仏領インドシナに編入された。　1945年

首　　府 Vientiane（ビエンチヤン） 4月日本軍の「仏印処理」でルアンプラバン王朝がラオス王国として独立を宣言したが、

｝←一←｝　一一 一一 ’一一←←一A－’1－一，’1－一 一一

通貨単位 Kip（キップ） 日本の敗戦で無効となった。 ペッサラート殿下らの自由ラオス（ラオ・イサラ）が8月
一　一’一　｛　　　～　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　←　　一　　　　一　　　　　｝　”　一一　　　　　　一　　＿ 一一　　　　’　　　　　　一　　　　一　　一一　一　　　一　　　　　　　　　　　＿’一　一　　　一　　　　　　←　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　“ 一

←←

独立年月日 ／945年／0月！2日 23日、ビエンチヤンに臨時政府を樹立、1945年10月12日独立を宣言した。然し1946年4月

独立以前 仏領インドシナに編入 フランス軍のビエンチヤン復帰でバンコクに亡命。　その後も徹底抗戦派は自由ラオス

抗戦政府を樹立した。 一方フランス支配下のラオス王国は1949年7月の対仏協定で部分

’

独立を認められ、妥協派のプーマ殿下らが自由ラオス臨時政府を解散して帰国、1953年

政　　休 ＿社会主義を目1置す人民民主共和国＿．＿
10月の対仏条約で完全に独立した。

P～←←
一　　　←　　一　←　　　　一　　　一一　≡　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　’　　　一　◆　　　≡　　　　　　一，　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾

　　　　　一

通称国名 Leb

一一一｝一一一　　　　　　一鴨　〔●　一一　●一　　　　　←　　　　A　　’■

　　　　　　　正式国名

個　　一一一　■■　｝

　レバ

一　一　．一「悼　　　一　一　　■v　．●床　愈“一一　　A　●悟

ンゴ上

黒

二⊥＝lic＿㎞Al二㎞㎞；ia　d一血⌒IL…一

一位置丈る地域
～一一一

　申　　東一一　　　　　　一一　　　　一　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　－｝＿　＿　　　一一　　　　　　　　　方　　　　＿　　〔F　　　　　　　　　　≡一→

一一一一一

」旦工三地中海の騨噸する．
16世紀オスマン・トルコの支配下に入ったが、

　面　　積一一 （km2） ／0，400 1860年に海外進出を目指すフランスが軍隊を派遣、マロン派キリスト教徒を中心とする
一一一　　一　　　　’　　一　㎜　　　　　　一　　一　　　　　●÷　一←｝　　　＿一一一　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　〕》一一　　∋　　A←一　　　　一 一　　　一－’　A　　　　　　　　　　　　→　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　≡一　　　　一　　　　　　　　　←　　　　　　　A　　　－＿，　　　　　　　　　　一　　　　一 一　　　　　　　　　　　一　一　　　　　可＞1　　　←　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

人　　口 （万人） 269　　　　（／98／年） 住民の自治体制を築いた。 第1次大戦後、．シリアの一部としてフランスの委任統治下
…一　　一　　　　｝　　　　　　　一　一　　一　　　〕　　　　　一‘⇒　一　　　　　　一A　　－＿　　　一 一一　　　一一　一一　　一一　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　←　　　一　　一　　一　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　’　　一

｝一　　　　　　一　一　≠，　　　一　　　　　　　　一　＾　一　　　　　一　　　　　　　　一一　一　　一←　一　一一　　　　一　一　　－’　　→　　　　　　－　　　　　r－一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一，　　＿　　　　　　　　　P甲

　首　　府一一　　　　一　一一一一　　一一一　　一一，一　　一＿ Beirut（ベイルート） ＿に入った興926年に憲法を制定・シリアから分離して共和自治政府を組織・第2次大戦
一　　一　　一　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　A　　，　　　　　←　　　　　　一 ←一一一一一丁一

一一博一1 ，A一＿
通貨単位 Leh鎚皇鎚＿P鯉旦Q．【レパノ．ン＿ボン．ドL 申の1941年独立が認められ。 1943年フランスから統治権を引継き正式に独立した。

一’≡一一一一一▼A－《←一 ｝　　，F　　　　一一→　　一　　　｝　　一　　←一　　　　≡　　　一　　　一一　　一　　　　　　寸　　　　　　一　　　　　　　　一一　　　一“　　　－　　　　　　一　　　　　　　　　←　　一一　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　←　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　＿｝＿　　　　　一

独立年月日 ／943年
一一＝｝ 〔A－一一一一 ’r－一一一〔←一一F“一一一一一 一　＾1－　　一、一“　←一一一一　｝　　一一　　　　一一　　　　　一一　　テー…　　　　一　＾　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　　一一　　‘　一　一　　　　　←　　　〉一一，　　一一　　一　　←∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一1　　　－　　　　　　　　＿　　　　＿　　　　　　＿　　　＿

＿独立以前＿＿＿＿

’一一

＿フニランスの委任統治領一＿一，＿．
一，∨ ，一≡P＞一’

一　　A　　　　　　　　－　　　　・　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　A　　　←　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　，　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●吟一

一’一一一一一一一一｝一一一一｝’一一←一 ＿一一

一一一，A一
一　　　｝　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　，一　　　　　　一　　　　　一　　一　　　　　　〔｝　　　一　　　一、　　　　｝　　　一　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　’　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　べ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“＿　　　＿　　　　一　　　＿　　　　　　　　一　　　　　→

政　　休 共和国
一‥一一

｝

●　　　　　　　　　　　● ■ ．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

・ 幡大学経済研究所
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　■

通称国名 Lesotho

●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　正式国名
二⊥レジト王国’

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　● 　・　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

Kingdom　of　Lesotho

位置する地域 アフリカ　ー　南アフリカ 略史 ．＿アフリカ大陸の南部に位置する。　1884年に英領となり南アフリカ駐在英高等
一一一一一一一　～一　　　　　　伊　一　　　　　　一　　　　　一一一 一＞r　　　　“一　一一｝一　　一　　一一　　　←　一一，　　　　一　　　　　　　　　　一←A一一　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　A

　一一一一～、 一一一⇒←〉一

面　　積一｝｝→●一一一一一，〔一（km） 30，355　－←1一一一噌一A－一

一1A≡
一　弁務官が管轄・ 1966年10月4日独立？　（旧、バストランド）

＿人＿．一口＿（万人）＿ ．．∠L37．＿＿＿（一！98／年 ）　一
A一 ～

首　　府 Maseru（マセル）
→一

一一一’一＝通貨単位 Maloti（マロチ）
一一

’　　　　　　　　一　　　　　，　　　　　　　　　　一　　〔　　　　　∨　　”　　－　r

独立年月日 1966年／0月4日
一’←一一一一一一“ ←一〔，一＋一，

独立以前 英国領

一一一←一’ ≡一

一｝，一
政　　体 英連邦加盟の立憲君主制

一　一｝　　　一～　｝〔一一一　〔一　一　　　　→　　→梧　　　一　　一　　　一　一　一｝　　‥吟　　　一←一　　一　　　〕　　　一　　　　一　　　一一｝　　｝　≡≡ 一一　　一　声⌒　　　　　一　　　　一　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　’　　～　一｝　　　一　一～　　一　　　　　　　一　　一　　一 ｛一一　　F　　　－，一一一　一一　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一一　一一　一　　ウ　　　　　　　　　ー　　　　一　　　　　←　　　一　　）一　一一　　　一　、　　÷’　　一一　　　一　一　　　　一　　　　デ　　←　　一一〉　　　　一一　　　　　　　’　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾一一　　　＿　　　一

一一一一一一一　　　　　｛一一一一～’一A－　　一　　　，← ←■一・一《 ｝s－一　・　　》旬　一　、　・’　輔●∨一　　　　一り、　　　　　　　　　　　、、、　　◎　、●　　一　’　　、 ●⑳吟i、　吟●、も●，⇒“■w●●、停一ぷ“、　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　■　　　　　　　　　　　　　　　　舗硲　　．　　　’　←■　　，　　　　一　　　　　一　錫」’　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・　　　　⇒　一＾s←，一　　＿　，一一　＿」←●　一　　一

通称国名 Libe「ia　　　　　正式国名 リベリア共和国 Republic　of　Liberia

位置する地域 アフリカ　ー　西アフリカ 陥史　　　　　一一一＿＿アフリカ大陸の西岸、大西洋に面している9－．1822年米国植民協会が送った
●　　　一　　一　　’　　一　　　一　　　　一　　　一　　　一◆　一一　　一　　　　　一　　一一　一→一　　　　＾≡　　一　　一　一一　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　べ　＝一〔　　　→　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　｝

面　　積 （km2） ／！／，369 解放奴隷が米国黒人移民区を作り、1838年リベリア連邦と命名。1847年7月26日、共
一　・　　　　　←　　　一一≡，　　　一●一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　1－　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　静　　　　一　　　一　　　　　　r ．　一．←一　　　　　　　テ　　ー一　　　｝　　　‥　一　一一　Pぷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝●　－　w　　－　’　一　　　一　　　　　　吟　　　一　　｛　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　＿　一一

人　　口 （万人） 204　　　　　（／98！年）　　　　　　　　　　　一一一一・一 和国として独立した。
一一 一　　　・　　’　一一．　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　一　’ F　’一　　一　　　　’へ　一　　≡　　　〉　一　　’　一一　・　’一…　”一　一一一　　　　一‥　　　｛一一　　一1，←　一　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　，　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　　一

＿首一一一＿』旦＿＿＿．一 】gor・Y已｛モ≧只】Z）．　．
A－一一～ 一、一←｝→一　’～一A　F一 一一P－・A

通貨単位一一｝’｝一

Lib財垣旦」1ΩUaLIリベリア． ドルL＿
r－←，’一一一A－一

一　一　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

独立年月日’　　一　　　　　　　一　　　　　　　一，　　　　　　　　←←　“　　　　－F　≡　　　　　　÷　　　一　’　一一一　　｝　　　一　　　一

！8ピ7i里z月26．目＿
一’一

～ 帝

＿独立以前．＿

　　　←一←

一A，一←
＿一．参一照．：　略　史

　←

〒

一

’政　　休 共和国（軍政）
一一　←　　　　　＾

●　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　・　　　　　　　・

・ 橋大学経済研究所
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● ■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　● ◆　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　4　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

通称国名 Libya 正式国名 社会主義人民リビア ・アラブ国 Socialist　People，　s　Libyan　Arab　　Jamahiriya

位置する地域 アフリカ　ー 北アフリカ 　　　、陥史　’ アコリ力太陸の北部中央に位置する÷　1911～12年のイタリア・トルコ戦争の
一一　一　　一　　一　　一｝一一←　一　　　一　　一 一1＿一

一一　　　　　　一　　⊇　一　　一一　　　　，■　←－　　一一　　一一　　，　， 一←一　一←←一一一一一一一“’→ 一　　一 一、・

面　　積一　　　一＿一一一｝一　　　　一　　一　　　　　一　　　一≡　　’一　一（km　2） ／，759，540＿＿　　＿　　＿　　　一　　　　一　｝　一一　　一　　一’－｝　　　　　　一　　　　　｝一一　　　　　一づ一　　　一一一　　　一　　　A　　　　－　　　　　　A

，’　　　■　一　｝一　　　　　　　　　一　　　一P　← 一　　　　　　　　A－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一■　A　　←　　　　←　一

結果イタリアの支配下に置力）れこ激しいレジろタンスが続いたが、プアシスト政権によ　　一

＿人＿」ユ」万人L
．3ムL＿＿L／98！年 〕　．．

←←

って植民地化が進められた。　　←←〕“1－←▼一・，｝≡一 　　　　　第2次大戦中は英、仏の占領下に置かれた。　1949年に←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　A＝　　　　一　　㎜　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－＿　　　　　　　　一　　　一　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

首　　府 Tripoli（トリポリ） 国連総会で独立が承認され、レジスタンスの指導者ムハマド・イドリス首長を国王とす
一一←

一　　＿一一A〔一，　一　　　⇔一一テー一一　　　　　　　　∨・　　一 一一一〔’≡一
←　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　一　　　　　　　　一　　　一　一一　一　A　　　　F　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

通貨単位 Dinar（ディナール）
s　　　　－一　　一　　　一　　　÷●　　一　　参　　　　　●　　　　一　｝　　＿　　一＿　　∨～　　　一一　　一，　　　●　　　　　　一　　　一

る王国として1951年12月24日正式に独立した。　　　　　　　　　　　　｝　一一　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　一　　　　　　　　｝一　　←　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　一　　　輪→　　－1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　一　　　＿一

A ←　　’｝　　一卓一　　←　　　一一←｝　　　　→

≡”〔一一｝一
独立年月日 ！951年／2月24日

　　　　　一一　　　　一　一 一　　　“　　　⌒　　一　　一　　〔　一一　　　　一

←，”一A－一 一一一
｝一一一一一一一一← ≡≡　 噌　　　　　　’　一　　　　←　一　　　　　　　　　　　一　　｛一　　　〉’　一｝　　　　　　　一　　　　　　　’　　←一

独立以前 イタリア領植民地

　　一一

一一一一一一一　一噌　　 ’一一一 一一一｝一｝｛｛’一 一〇一一一 一　
一

政　　体 社会主義人民国 （国名の「ジヤマヒリ
一←一一一｝

ヤ（Jamahiriya）」は「人民 脇

．　　　　　一　　　　一　一一一←　　　←　一　　　　一　　一　　　一　　　　～一一　　　　　一　　　　　一　　　　　　｝　　｝　≡　　　　　テ　　　　　　　　　　　ー　　←一一一　一　　　一　　　一←　一　　　　　　一　　一　　　　　　　　一　一一　　　一　　　一　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一1　　’＿一

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一● ～　　一・’■一｛■一，　　ウ《　　r－　　1φ　　●　　　　←　一 ・一一一●　　一 一｝一　｝　戸一・，　●●◆●　、　A　　、一一■一　　A　　●■’ ’　　吟　　　　　・　　　・．　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
●，・〆　　■　　’，　口戸・　　●亀■・　～　　レ■●、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　A　　w夕　．　　　　●　　　　　　　　　’s－●　ρ　“鯵　司一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　‘～一　　　●　’、一　一〔’　　　一●’　　一一　　一　　一一一一　　　←一⇒

通称国名 Liechtellstein 正式国名 リヒテンシュタイン公国
■■

Furstentu皿　　Liechtenstein

位置する地域 ヨー1コツパ 一・ 」西ヨーロッパ 略史 ＿＿スイスとたストリアの国境にある⇔．」2世紀に独立し￥1719年に公国となるひ．＿

面　　積
（km之）

／57．

一一一一一一

一　　一　一　　〔一一　一■一　一　　　A　　　－一｝　　｝一　一　　　　　　　　｝←一

1867年以来軍隊はなく36人の警官隊しかいない（第1次大戦後、スイスと締結した条約　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一｝一　　　　　一　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥　　一　　　一一一　　　一　　｝一一　一　　r　　－一　　一一一　　　　　　　　　一　一　　一一一一一　　一一一

人　　口 （万人） 3 （／98／年） により、国防、 外交はスイスが代行。
’　｝　一　　一　　　　　　　　　　一　一　　　　〔一　　　　一　　　，　一 一　　　　　　　一’　←←　　　　　　　’一一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　←一　一　　　　’　　　㍉一｝A－　　←　　　一　　　”　一A　　　　　　　　　　　　　－一　　　　一　　　　一｝　一　｛　一一　　　　　一　　←　　　～　一　一　　P　　－　　　　　一一　　｝　　　　　　　　←　　　　一＿　　　　　　　一　　　　　　　　一　　＿＿＿＿　　　　　＿一　　　←一　　＿＿

二首＿」亙．＿＿＿ Vaduz（プアドーツ）
一一一一1－一

一　　　　　　一rA　　　一　　一一　　　　一s　　　　一　’一　　一　＿ウー一　　一　　　一　　　←　一　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一→　　　一＿　　一　　一　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　一　　　一一　　一　｝　∨　　　　　　÷　　　　　　、　　　．←　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　A　－　　　一　　　　　　　二一　　　一　　　一一　｝　　　　　　　　　一　　　一　　　〔　　　　　　　一　　　　　　　　　｛　冬　　　　　　　　　　　　　　　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇　　　　　’　　　一　一　　　　　　　　　一　　＿

通貨単位 Swiss　Franc （スイス　フラン）

一P一　一一　一、　一　　一　｝　　…

一一一一一一｝一一一’一一一一
一　一　一〉一一　　一’　一　一　　～　　・　一　　一一一　　　一．一．　　一　　　　　　　　　　　一　〔　　　一←　　，一テ　　　　　　ー一一　　一　　　　　一一　一　　　　一　　　　　　　　　　　　一　一　A　－　　　　　　　　　　　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　←　　　　一　　〔　　　　　　一　　　｝　　　　　　　　　一　　『　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　”　　　　　　　　　一一　　一　一　　　　　　　＿一一　一　　　一　一～一　　一A一　　一一 ＿’←←

独立年月日
一一｝→一一 ←　r－一一一一s－’ 一一≡｝一一一”←一一

→　　　　“　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　一　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　一　　　一　　　　　一

＿独立以前．＿＿＿＿
一〔　一一一一｝『一㎡一←一 ⌒一A》

｛一←
｝一 一

一一一　一一一一←・〔A
＿　　　，一＿一一　　　一　rA　　⇒　　A　　　≡　｛　　噌　　一一’　　　－　　1　　　　一　一　　　一　　　　　　　｝　一｝　　　　　　　一　　　　　　　　｝　一　　　一　　　　　’一　→　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　一　　　｝　　一　　　一　　一〔　　　　　　　　　　　｝　　　　　　一　　　　　　　　　万　一P　　　　　－一　…　　　　一　　　　≡　　｝A　　　　　　　－　一　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　～　　　　　　一　　一　　｛　　　一A　　　　－　　　　一　　　　一　今一㎡一　　　一　　一　　　一　　　　　　　一

一’一一一 一　一●｝一 一一一一←一一←｝

　　一A一

一

｝一←一一一一一

政　　体 立憲君主国 （世襲制）
A－　　一一　一一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　｝　一　　← 一

一一一→一一1 一A一一一 ’A一 一一→
’

●　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　　● ● ■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

橋大学経済研究所
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通称国名

位置する地域

Luxembllrg 正式国名 ルクセンブルク大公国 Grand－Duch6　　de　Luxembourg

ヨーロツパ

面積（km　2）2，586

．西ヨニ旦ツパ

＿人＿＿旦」刀AL　　　　　　　 －／9ε∠年

首府　Luxemburg（ルクセンブルク）

通貨単位　　　　　Franc（フラン）

独立年月日

独立以前

政　　体

通称国名

／839年4月／4日

ドイツ連邦編入

Macao

位置する地域　　．ヱジヱ＿＝＿東ヱジァ＿＿＿．＿＿＿．一

面　積（kmZ）　／6

略史　　　欧州木陸の璽北部、ベルギ「三・フランス・ドイツに囲まれた小さい内陸国。

　神聖亘一Y帝甲□二部で□『たが、14世紀にルクセンブルク公国となり、欧州の

　広大な地域を支配していた。　1443年ブルゴーニュ家に征服され、以来スペイン、

　オーストリア、フランスの手を経て1815年ウイーン会議で大公国として自治回復。

　ドイッ連邦に編入されたが1839年4月14日連邦内で独立、1867年ロンドン条約で連邦

を脱退、永世中立国となった。第1次、第2次大戦でドイツに占領され、第2次大戦中

は政府がカナダに亡命。　1944年9月に解放された。　1948年の窓法改正で永世中立

を廃止した。

人　　口（万人）　269，000　　（／98／年）

」＿」且＿＿＿＿旦＿門．」マ室互）＿＿一＿＿＿一＿．

通貨単位　　　　　Pataca（パタカ）

独立年月日 参照：　略　史

陥史　　＿＿．申国広東省南端に位置す．る。＿　1533年ポルトガル人は中国政府から貿易権を得たが，

　　1557年申国官憲の倭寵討伐を援助した功績で、さらに居住権を得た。　その後1887年の葡清

　　条約で正式に割譲され、1951年ポルトガルの海外州になった。1976年1月ポルトガル最高軍

　　事革命評議会はマカオに広範な行政自治権を与えることを承認した。　中国人民共和国の

＿．亘立後も英鎮香港と並んで特i麹区▲建2亘己9．＿　＿＿＿＿一　　＿．一＿＿

」独立以前＿＿＿＿

政　　体 ポルトガル政府の任命する総督が統治、

補佐機関よして立法会議がある　　．

・ 橋大学経済研究所
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■　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■ ● ■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ・　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　．　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●

通称国名 舳9－r　IE式酩1 マダガスカル民主共和国

位冊する地域 アフリカ　ー　東アフリカ 玉］二アフリカ大陸の東南方、インド洋西部に浮かぶ島国。　16世紀にポルトガル人が渡来

面　　積一一一一一→（km£）

580204／ 次いでフランス、オランダ、英国が到来した。　18世紀末にフランスは入植を強化したが、

．人＿．口 （万人L ．8－9一乙＿＿．（＿∠98！年 ） ナポレオンが1811年に敗退して英仏の勢力が対立するに至った。　1890年英国はザンジバル

首　　府 Antananarivo（アンタナナリボ） の英領承認と引き換えにフランスの領有を認め、1896年フランスの植民地となった。
←一一〔参〔一A一

一
一一←　　’　，　　　　　　　　　　　一　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　r｝　一　　　　　　　

←べA
通貨単位 Malagasy　　Franc　（FMG） （マぢヴろ戸 1958年仏第5共和制下の国民投票で共同体内の自治共和国となり、1960年6月26日正式に

一←一一，一〔 ≡一一→一一
一　　　1　　　－　～　　　　■　　　　　　　　　〉　　一一　　　　一　　｝一　　　　一　　　　一一　　　　’　一　‥　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　，　　　　　　　　　，　　　　　一

一一一．’
一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　　　’　　一　一　’　　〉

”〉一一・

独立年月日 ／960年6月26日 独立した。
＝　一一　　F　　　　　　’一　　　，一　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　－　　’　〔

一一 一一一
一

独立以前 フランス領

　　→　

←、一一 一〔

　←

一一一’→一
一

政
　
　
体
一
一
一
一

共和国　　　　｝一一→▲一一一一一，～一→｛一一一

一〔一一一一A一
一”　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　　一　　　　　　　　　　㍉　　　　　，　　　　　一　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　一　　　一

一　　　　　　，　　　一　一，　　←　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ　　　ー　　　　　　一　　　　　　　　←　　一　一　　　　　　　　　rr　　　　　　　　　　　　　－　一　　　　　　　　　　》　　　　　　　　　　　　　一　　　　＿　　　　　　　　　一　　　＿一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　＿＿

＾一 一一一一一一…－1｝．　　　　　一　　一一一～《1　　、一　　＾　［　、，　亀 一w▼守・～●u●● ｝・　㎏　　・　一「　A　　　．　｛　　錫φ◆《▼●　－　　1　　－〆．　　　　　　　　晴　　　■●　　●　　　　　，　　　● “・ρ一・晴　、、●’申甲．＞r　・　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　〔　　　　　《　｛　　・・　，　・　　　　　丙A　一　　一　・　．一・”，●　　　＿＿　η

通称国名 Malawi 正式国名 マラウイ共和国 Republic　of　Malawi

位置する地域 アフリカ　ー　東アフリカ 陥史 アフリカ大陸東南部の内陸国。　1891年英国保護領ニアサランドとなった。
一一一　　一　　一一一一＾　一一一．－一一・　　　一＾〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一｝一，一一　≡　　　　一　一’　～　一　一’一→　　一一一一　一一　　一一　17　　－　’　一一r　　　　　　　　　　－　　－1　←　　　－r　　　　，一　　　　一＿　＿　　r＿←　＿　　＿　　＿＿

面　　積 （k皿2）
！／8，484 土地・労働収奪に反発したアフリカ人は1944年ニアサランド・アフリカ人民会議

一一　　一　　一　　　・　　　　　　←一　『一『　　　，　　1←　　　一一　　　　　　”一▼一　一，　←　…　一一　　　一　　一　一　　一　　　～　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝一　←　＾　1＿　　＿　　＿　～一　　　＿＿　一＿

人　　口 （万人） 6／2　　　　（198／年） （NAC）を結成。 1953年英国は南北ローデシア（現ザンビアとジンバブエ）ど
｝一一一一 『一｝一一一1　　　≡一一←一　　一一’一一　　一　　一一一一一一　’一一一　　一　’一旛　一　　一，　　一　　←一一　　一『一，　一一　　一　　　一　　一　　　’　　一　　～　　　　一　　一　　一一　　一　　　　一．　｝一，一’　　　一　一一一　　　一一　　　〔　　　　　一　　　　　　一一　一　　一一，＿＿　一　＿一　一←　　＿＿一　＿　　　，r＿＿　　　一　，＿

首　　府 Lilogwe（リロングウエ）
併せ申央アフリカ連邦を形成した。 1959年アフリカ人は禁止されたNACに代って

　　　　　　一一　一一一　　一　　　　一　　一　　一　　一　　　“　　一　　’　一　　’一　　｝　　　一　“r　－　　　　，　一←　　一　　　一　一一｝　　一一 一｝一　一　　　　→　　　　’　　←一一　　　　　“　　　　　一　　一　　　可　　　　　　　　　　　　　〉　←一　　　一　　　　　一　　　　’　　←　　　　一一　一　　一　　一　　　　A－一一　　　　　1　　～一 一　一ρ　一　　’　　　一　　÷＋一　　｝　｝　一　　、　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　一一　一　一1　－1　｝　　　　　一’　　甲　　　　　一　　　一一一　　一　一一　’　一　　÷　一一　一　，　r　　　－　一　　←　　一一一⇒一　　　　一　＿　　　　∈　　　　　　　　　＿　＿＿　　　　　　　＿一

通貨単位 Kwacha（クワチヤ） マラウイ会議党 （MCP）を結成。　1963年12月中央アフリカ連邦から脱退、1964年
一　一　　←一　甲　　　　一　　　　“　一　←　　　　一　　　　　　　一一　　←～　　　、〔　　一 ｝　　　一一　　←　　　’一一・　　　　　、　　一　｝　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一一　・　一　　一一　　一 〔一　　’←　　　・　　　　一，　，　　一一　．　’｝　　一　一　　一　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　，　　｝一　一　一　’r　　’　一　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　＿　　　　　，　　　　　　　　＿＿　＿＿

独立年月日 ／964年7月6日
7月6日独立し、1966年7月英連邦自治領から同連邦内の共和国となった。

一一
一←　　一一　　　A　　　－一＿　　　　　A　　”一　　　一一一　　　　　　　’一 一挙一　　一　　　　　　　　“　　　　　錫　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　一　　　　　　　一　　一　　　一

｝　　　　　一・　　　一　　唱　　一　　一　　P　　　一　　　　　　　　　　　　←　　－s→　　　　＾　一一　　　　『　　　　　　　一　　甲　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　－　1『　一吟　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　〉←　　　　＾一　〉一　　　≡一｝｝　　一　　　　　　　　　　　一＾ラ　　ー　一　一一一　　　　　一　　弓テr’　一　　　　　　　＿　　　　　÷　　＿一　　一　＿　　　　　一

」虫立以前
英国保護領一一一一　　一一一一　　’　一　　一　一一　　＿一一一　一←　＿一→　　｛　　　　　　一　　　　一

　　　（旧、Neasaland）〔r－一”－F－一，

一　　　｝一｛一　｝　　　　　　－　　r　－一｝ 一 一　一一～　　一　→　　　　　　　一｝　　一　　一　一　一　　　一一　　一一　　　　一　　　　　　　　　　←　　　　　’　←〒　一　　　　　　　　　　　可一『　　一　　，　＾～　　”一→　’一　一　　F　　　　　－’　　～　　　、　　　参一＾　一一　　一．　　一　　　’　　　　一　　　　　　一　←，　　　－　r　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿⇒＿＿　　　　　一＿＿

参照L．Za皿bia＿＿一　一　　　一　　一｝●一　　←　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　｝旛｝　　　　一‘　　一“　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　＿

一≡一一一一一
一　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　一　　　　　　　一　　←一　　　　　　　　　　　　一 一　　　　≠　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　輌　A　　　　　　　　－　一　　　’　一　　一一

三

Zimbabwe

政　　体 英連邦加盟の共和国

■　　　　　　　　　　■ ● ●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　● ● 含　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　◆　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●

橋大学経済研究所
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通称国名

位置する地域

Malaysia

アジア

正式国名

面積（km　2）

一
刀伍口　

府｝
上
首

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

東南アジア

マレーシア

329，749

ノ」旦色2＿＿＿⊥∠2エノ年　）．

Kuala　Lumpur（クアラルンプール）

Malaysia

Ringgit（リンギイット）

／957年

陥史　　　　マレー壬島の南部・旧マラヤ連邦11州（西マレニシア）一とボルネオ島北部のサバ）

サラワク両州（東マレーシア）からなる。　マレー半島は7世紀にはスマトラのシュリビジャ

王朝の支配下にあったが、13世紀ジヤワのマジヤパヒ．ト王朝の支配下に代わり・15世紀にマラ

　ツカ王朝が成立した。　18世紀以降ポルトガル、オランダにマラッカを占領された。　英国は

　1895年ペラ、セランゴールなど4州でマラヤ連邦を構成。　1909年タイから北部4州を割譲

され、ジョホールを加えた5州をマラヤ連邦と呼称、9州をシンガポール総督府の統治下に

英　領

英連邦加盟の立憲君主国

通称国名 Maldives　▼ 正式国名

置いた。　第2次大戦中は日本の軍政下に置かれたが戦後英国が復帰、1948年英保護領マラ

ヤ連邦となった。　その後反政府、反英闘争があり、1957年英連邦加盟の独立国となった。

1963年マラヤ連邦は国内自治州シンガポール、英植民地のサラワクとサバ（北ボルネオ）を

併せて独立連邦国マレーシアとなったが、1965年シンガポールは連邦を脱退した。

（旧、マラヤ連邦、北ボルネオ及びサラワク）

モルデイブ共和国 Republic　　of　　Maldives

位置する地域

面　　積（km　2）

人　　口（万人）

＿首　　府＿＿＿＿．

　通貨単位

独立年月日

＿独立以前＿＿＿＿

政　　体

二乙ジア＿＿．二＿由南ヱジヱ＿　＿．

298
！6 （／98／年）

』旦16－fヱレ）＿＿一＿＿，一＿＿＿．

』upee」ルピ＝レ＿＿＿＿．＿一

／965年7月26日

英国保護領

共和国

略史　　一＿スリランカの南西675キロのインド洋上の1，196の島々から成り、その内、人が

一＿＿住ん亘；ξiの□293昏｝こすき竺竺＿－1887年琴国の肇護領≒些≧竺．．1P65年7月26日独立～！・

　　　1968年11月の国民投票により首長制を廃して共和国となる。

…橋大学経済研究所
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　■
通称国名　　Mali’°’ 正式国巳」 マ’ 　・　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　◆　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　・

位置する地域一　　一　　会｛　　1｝　一　　　　　一一｝　　　　　　　一　　　　　　　　　　←　　　　　　〔　　　　　　　　　’　　一

面　　積（km　2）一一’　一一一一一一一一一一一

一Z．ユリカ．．＝．西アフリカ

之2402000．

一

　　　〔

‖盤］三アフリカ大陸の北西部に位置する．159。年モ。ッコの侵略で187。年までその統治　　　、　　下にあった。　19世紀にフランスが侵入、同世紀末にその植民地となった。1943年のブラ

＿ム＿＿q．（万人L
　7／6　　　　（／98！年r　　　＿　　　　　　一　　　　　　　　一　“一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　←　　　　　●　　一　←　　　　　一’

） ザビル会議で領土が確定。　1958年の仏共和制国民投票でフランス共同体内の共和国とな

首　　府 Bamako（バマコ） る。　1959年7月議会でセネガルとの合邦を決め、1960年4月の対仏交渉で独立協定調印、
一一｝　一　一一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　一　　　　一　　　一～　　←一　　　　一　一 ｝一　　香　一一　一　　　　一’　　　　　　　一　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　一　　　A　　｛　　　　一　一　　一←　　　　　一　　　　　　　　　　一一

’一÷ A　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→A

通貨単位 Mali　Franc（マリ　フラン） 6月20日セネガルと共にマリ連邦として独立。　1960年8月セネガルの分離により9月22日
一　　一一〔’F－　　一　　　　　　　一　　一一　『　－　r　｝　　　　一　　　　　’　　　　一　　　　　一　　　　一　　　一　一一　　一 一一一一　　　一　　←一　一｝　　一一一　　　　　　　　一｝　　F　　　『　　　　一一一一　　◆　　　≡　　　　　一　一　　　　一’←　　　　　　　　　　　　　　　　　←

一一一’．←→一一÷ 一　　　　　　F　　　　－　　　　　　　’一　　｝　　　　　　　　　　曽一　　，　　　　≠　　　　　　一　｝　　一　　　　　一　　　　　一　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　r　－　　〔　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　＾≡

独立年月日 ／960年9月24日 単独独立を宣言した。
一一一＝＿1rr一一一一←’一 一一←｝一梧←一　｝＝一垣一一一一一　 一

独立以前 仏領

　一●一

〔一●一←一一一甲一〔吟一一一

　　　　～

一一　　｛÷　一　←　　　　　　　　　　一一　　　一一　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡ ≡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
政　　体 共和国

→一 r　　＿’　　　　　一　一一　　　一　　一　　一　　　一㎝ ≡一一一一“〒　　　　　一　　　　　　一　　　一一一『　　一　テー　≡一　　　　　　　一’｝’　　一一一一≡　｝一　　一　　　曽一　　　　　一“　　一　『　　　　一　，－　　　1　一　　　　ひ　　一一　∨　　一一　一　　一←　　　・　’　　　　一　　　一一　　→　　一　　一　　一　一　　　一　　　　　　　　　　一　べ　　　　　　　　　　　　r　－－　1　　　　　　　　　’＿＿r＿　　　＿｝＿＿＿

一一　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝一甲　　　　一　一…一令一　一1吟■司⇒一ぷ吟w→　＝　　　← A－w　”｝一一 “《袖・w・袖・s句も　　’⇒’”、∨ゴL・一　●〆　一．　　　　　　　　　　　　　＾　●　．　　　　．●．＾”■　・●●●●声“．．喧｛⇒●・’　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●～　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　｛　　．　　　　＾　一　　・＿　一＿←　已＿・．一　〉，，←’●◆，一一＿＿　ワ

通称国名　　Malta 正式国名 マルタ共和国　　　　　　　　　Republic　of　Malta

位置する地域 ヨー旦ツパー一二＿南ヨニ旦ツパ．＿ 陥史　　．＿地中海の申央、、シチリア島南方に位する。．マルタ本島、ゴゾ島、一コミノ島から．
ひ一一一　　一　　　　←一一　｝一一一　　　一　　一　　　一　　　　　　一一 一戸一一

而　　積（km　2）一　　一　　一　’　　一　一　　一　　　　｝●一一　一　　｝　　一　　　　　　一　　　　　　　　　－’

　3／6，｝一、一’一一一一一｛一一一1一

一｝←「

．＿一成る。　1814年のパリ会議で英領ζなり、．1921年に部分的自治が認められ、1961年新憲法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

人　　口（万人） 37　　　　　（！98／年 ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●を採択、1964年国民投票で独立憲法を可決し、同年9月21日正式に独立した。　1974年に
一

大統領制に移行。

．首　　府 La　Valletta（バレッタ）

．通貨堕位一　．＿ ．Pouod＿（ポンド）＿．＿

独立年月日一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一一　　一　　　　一　　　一一　　　　　　　　’　　一　　←　　一　　　　　　　　　　　　一　　A←　　一

．－z26皇年9月2／日一
一一≡

」虫立以前一＿．＿ 　英　領一｛A　一
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←≡

｝一一一，一一一“一一尋A一

一1　一一一一一一
政　　体 英連邦加盟の共和国（元首は大統領）

　　　　ξ

■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◆ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

1喬大学経済研究所
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　●

通称国名

　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・

Martinique

　●　　　　　　　　　　●

正式国名

　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

マルチニック（仏海外県）

　．　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　●　　　　　　◆　　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●

Martinique

位置する地域 アメリカ　ー　カリプ海 陥史
面
　
　
積
（
k
m
）
『

　ウインドワード諸島の一部。　1635年以来フランス領。　1946年海外県に昇格。一一　一一　　一“一　一　一　　←一一一一“s　＾　　　一　’　　一　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一→　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　ウー　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　＿　　　　　　　　　＿，

　　　　　　上院に2人の議員を送っている。　　　一　　　　　　一　　　　　　一　一“・≠一　　　←　　　　　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・一

　　　　　　　噺　　　　　　　　…　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　’　　　≡　　　　　一　　　　　　　一　　＾　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　｛←一　　　　　　　　　　｝　一　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　》　　←　一　　　　　　＿　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
＿△＿』」瓦△L

　／，！00一一　　　　一　　『　　　　一一　　一一一一　　　　　　　一一　一　　　　｝　｝一一A　　｝　　一一一←一一　　　　　　　　　一’　　　w＝一←　　　　　¶　　　　　　　　　　r－　　n’　　一　一　　一一　　一　　　　一　　　●一≡

一呈旦．＿＿＿＿」乙2乏8年＿⊥＿

Fort－de－France（フオードフランス）

　　本国の下院に3人、一，←

　■　　　一　　一一A　　P　　　　　＞一　　〔　　　　〔　　　　　　≡　一　　　一　　一一　　“　　　　　　　’　　　　　・　　　’　　　　～　一←　唱　　一　　一　　，

首　　府

通貨単位 Franc（フラン）

←　　　　一，　一　　　　，一　　　　　　　　〔　　一一　　　一　←一｝r　　　　＿　売　　一　　’ ・　▲　　一＝　　一一　　　　　　　　　　　　　　＾　　←　　　　　　　　1　　　－　　　　　　　　　　　　　一一　一　一■　一　←一　　一　　＿r　　〔　　　’ ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　一　　　一　一　　　一一　　・　　　　一　一　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　一　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　r　　　　　－　　一　　　　　一　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　÷　　＾　　　　　　＿　　　　　　　＿　　　　　　　　　＿　　　　　　一

独立年月日｝一独立以前

　　　　一

←一一一一一一一F－一｝一’一一一

政　　体

一一 一　一　　　一　　一一→一一　　一　　一一　　　　　　　　　〔　　｝一一　　一一　　　一、一　　　一　　一“　　一｝　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　≡　　　　　　　　　サ　　　　ー　　　　　百●　　　　一　　　→一　　←

　　　　　　　　一

　　　　　　　一

一　〔一｝一一　一一一一’｝一’一｛

．　一　｝一　　　一一　　一　一　　　｝一一一　　一一一　　’

　　　　　一一一

一一　　　　一　　一　　　一　　　　　　　　唱　〔　　一一　　一←

’　　　　一　　一　　　　一　　　一　　　一　　一　　一　　ぺ〉　　　一

　　　　　　　　　　　　一　＾・一　η　一　　　　　　　　一　　　　　一　　←　　一　←一←｝　一一　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　　→　　　　　　　　一一≠　　｝　　　〔一←一　　　　　　　　一一一’｝一　←　　“　　←婚’　　　　　一　　＿必　　．　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　＿一＿　　一　一＿一

　　　　　～　　　　　　一　一　　　≒　　　　　　　　1　　　　　一　　一　→　　→　　一一　　　　一　　一　　　　　町　　　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　吟　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－｛　　　テ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛つ一

　　　　　　　　　　　　　一A－－

F←　一宇…一　“　　一’一一　　　已一　一　　≒一　　　一一一…一一『　．’一　’・　一一一吟一　　　一一一←一　亀←－1　一　一一P一一’一　　’一一　合←一一“　　　　～一　　一　一　一一e　≡’⇔　　　÷　r　◆→　　　　一　一　　～　一＾一一　　一一　一’　一　一　　　　　　　　，　＾　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　＿吟＿　　一＿＿一　　　＿＿

仏

’一　　　　→　一　一　　　　　　一一　　　一’

通称国名

　　　　　　喧向●一A頑「　一●●噸●　　　　一●一ロー一白声　～●銅険唱　　鯵　　w

Mauritania　　　　正式国名

A－■・一，⑳■｛　　　　一卿一トー一一．　　岬一●甲　、s頃、べ〔　一　→　　　’　　　　　　　　　　　w●　、’■　．一◆●鵬■　、

モーリタニア・イスラム共和国

．．丙、　，●・匂．’，　頃．．・・栖　　　・〉　　　　　　　　　　φ←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　．」一●“　　　◆　　　　　　“　】　　　“　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s｝｛　　一一一　　．・　▲　．一一　　一　　s　●●＿・＿，　’　　一

R6　ubli　ue　　Islami　lle　　de　Mau　’ta　’

位置する地域 アフリカ　ー　西アフリカ 陥史 アフリカ大陸の西北部に位置する。　　　　　　　　　　　　1920年

面　　積（km　2）

　　　　　　＿．＿＿＿＿＿＿＿…．一」口聖フラン1ろ鑑謹領Ω＿．＿＿＿＿＿

モーリタニアとして仏領西アフリカに編入。　第2次大戦後1946年仏海外領土。

人　　口（万人）

ノ，0L30，700

／68 （／98／年）

一←一゜一・一一 　‥一『←一．　←一一一＾一　”一←～一一一一一　一　　．　　－－　一一一一　←～→r－一→＾｛　　一一’⇔司　　’一一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’《一一一一　　一　，　，　　　　⇒　　　　　＿　｝　＿→　＿．　　　　　　　　＿＿＿　←＿　　一　一亀＿～　　　＿

1958年11月フランス共同体内自治国。1960年11月28日完全独立に至る。

旦＿一・ Nouakchott」〔ヌアク．シ旦ツ上L．＿．＿

一　　　　　一　　　一　　一　　一一　　一一　　　一｝　　一　　　　　，　　一　　一“一　　　一　　一　　＾一一　　一　　≡　　一　　　　〔一　　　一一一←　一＿｝　　～“＿＿＾

通貨単位 OUg皿iya＿（℃Z報L＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿

｛一　　　　　　一一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一，｝　一’　一　　　　一　　一　　一　　　一一一　←一一一一一一←　’　一←　　　一　　　～　　A　　　　＿＿一＿　▼＿

一一一　’　　一　　一一一一　　一　一…一　’　　　一一　｝一一　　…　一一一一　…　　w　　〔’一　　　一　　　　一P　　　与一 ’←　　≡　　一一｝一　一　←　＿＿

　独立年月日一一　｝　一一　一｛一　　一一

＿独立以前＿．＿．＿．

も『　　　　一　　一一一…　　　　　｛　　一　　　　　一一一一A　　－　　r　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一｝一A，，一

　　　一一▲’A－一　　　　　　　　　　　　　　｝一一・

　　　■｝　　　　　　　　　　　　　　一A1－

　　　　　　　　　　　　　　　　“

●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●

政　　休

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

＿乙2．ん0隻／．ム月2．8．日＿＿．一＿＿＿

＿仏＿領＿．一＿＿＿＿．　　　．＿一

一　一一　　　≡　’w－　　一一　　｝　　’　　　　一　●　　　　　A一　一　　一　　　　一　　←略一　　　　　　　’　　　一　　　　　　　　　　一　　“　　　一〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　六〔一，　　　　∨　巨　＿

　共和国（軍政）

　　・　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●

一
　一　　一｝　一←●A　　’一一一　、　　一　　　　　　←　　｛〉　　一　　　一テー　・｝一　　一一　＾　　　一　　一　　一一　　　　　一一≡　一　　一・　・　　　一　←　　＝　　析　　　　，　　　　一一　　｝一　　　　　～　“一　’←　s唱　→　　　　　　　　＾一　　　　　一　　　　　　←　　　　　　　可　　一一〉　　　　　　一　　　　　　→　　　　一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　＿｝　　≡　　　　　＿←

一　　　　　　一　　　　　　　’　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　F→　　　　’　　，　　　　　　　　　　　　　　　・　　吟　　　一　　一　　　一　　　《～　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　←　　一

　　聖
　　　’㌔

　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

・橋大学軽済研究1りi



51
　●

通称国名

　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■

MauritiUS 1　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

正式国名　　　モーリシヤス
　．　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　．

MauritiUS

位置する地域 陥史

面　　積（km2）一　　　　一一一　　←　　一　一一一甲　　　　　　　一　ρ　　　一一｝　　一　　　　一一　｝一一

＿人　　口」万ムL

　．Z：2旦力＿二．一重アユリカ＿＿＿＿

　2，045←　　｝　　　’　一一一　　　一　　　一　　　一一　　　　　　　一一　　一一一一　　　　　　　　一　　告　　｛　一一　　　一　　　　　一一一　　　　一一　一　　　　　一　　一　一一　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一岬一一

＿2．4＿＿＿＿＿しノター8≠年，一）＿

　Port　Louis（ポート　ルイス）

＿アガレガ諸島など属領があるg

　　その後イル・ド・　　】一’一AA，、

　　され直轄植民地となった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

＿マダガスカルの東800キロのインド洋上の鳥国。　本島のほかロドリゲス島、．．

，　　　＿　　．．　　　1598年オランダが占領しモーリシヤスと名づけた。

　　　　　フランスとして仏領となり、ナポレオン戦争の結果1815年英国に割譲　　　　←　一一　　　一　←　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　1967年7月の総選挙の後、自治権を獲得、1968年3月12日独立　　　　　　　　P　　←一　　’　　　　　　一一　　←一一一　　　一　　一＾一　一　　一一一一　一　　→　　　｝　　　一｝　　一一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　一一　　＾　　一　　，　一　＿　　←　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　＿　　　　→

首　　府

通貨単位 Rupee（ルピー）

一一’　　　　一　　　　一　　一　　　一　　一一｛　　一一　　←一　　一　一　一　　一一 一≡，　　「一一一一　≡　　　　　　　　　　　　－　　F　　－一一一　　　　　　一一一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　一一　　一　　　　≡　　　一＿　　　＿一　＿一一＿

　　した。
一w←一’－－一

独立年月日 ！968年3月！2日
一一一一

独立以前　　　一←一

一一　　一　　1－　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　一一

政　　体

　英国直轄植民地

一一一r－一←’｛一

　英連邦加盟の立憲君主国

｝一A－　一一一一一→一一一一　一一〔一一｝←一一挙一

　一　　≠，　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　一　　　　　　　　　　　　｛｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’一＿＿＿

一　　　　　＾，　≡一一一　F　●　一　　≠　一一　　　　　　　　　一　一＾一一一一一　　　～～一　　一　　　　　　一一　　　　　　一　　←　　　　　　　輌　参一一　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　一　一＾　　一　〔　　　　一一　　　　一　　　　　　　一一　　　　一　一《＿　　　　　＿　　　一一　　　　　＿　　　＿　　　→　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　＿　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

1　　　　s－　　A ’　一　　一一　　一一一一　　一　　一一←一　“　　　一←一一　　　　　一　　　’　　　　　　　　　　一　’　　　　　　一

一
　一　　一一一・　　　　　’　　　　　　一　　叫　一一一　　→　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　pr　　　’　　　　　　　　　－w　　－　　一　　　，一一　　　　　■　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　一　　　＿　　　　＿　－r＿，　　一　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　’一　　　　　　，　　一　一一　　　一　　　一｝一　　　一　　　　　　一　　　　　←　　一　　　一

　　　　　一

通称国名
　　　　　　　　一

ノ

MexicO

一｝　　一・　一一、～一　一一一＾－r一一←

正式国名

’一一　一

メキシコ合衆国

一｝－1、一…「　一＄一いw●香・、“『　　、　●，　　　　、、　　●　、　　、●　　1－■　　o泌、，■　r 一．」一一一禽●，・・．ヴ・、…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A“　，一一一”　　一■　　直　＾　　　　　∨　　　　　　．　　匂　　　一　　．＋一　　＾◆　　’一・　　　　　“　　◆，，　錫　亀　w｛＿一⇔一，＿⇒～一　一　　◆一　　，　，一＿－s＿　＿　r

Estados　　Unidos　　Mexicanos

位置する地域 旦リ22二＝＿」主央ヱメ．り．友＿＿． ・ 陥史

面積（k皿之）／9972，547

＿北米犬陸の重部を貞めるし先住民は4世紀頃からマセ文朋一（南部LL続いζ＿

アステカ文明（中央高原）を築いた。　1521年スペイン軍がアステカ帝国を征服し、

人口（万人）7，／／9 （／980年）

」萱＿＿』iL－＿＿」1ξ垣C9．一墜亙旦i｝亘d＿Ce

通貨単位　　　　＿P…9－（ペソ）＿＿．．＿．．．

　独立年月日

＿独立以前

／82！年

（メキシコ市）
　　　㎡exicO）

スご叉壬ン領．＿一．＿＿＿．

スペインの支配が始まった。　1810年独立戦争が起こり、1821年コルドバ条約で

独立を獲得、イトルビデ将軍による帝政のあと1824年連邦共和国となる。

政　　体 連邦共和国

・ 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　●

通称国名 MonacO
●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　● 　●　　　　　　　　　　■

正式国名
　●
モナコ公国

●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ 　●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　⑨

Principaut6　　de　　Monaco

位置する地域 ヨーロッパ 一　西ヨーロッパ 陥史 フランスの南東部、イタリア国境近くの地中海に臨む小国g．1793年フランス

面　　積 （km2） 　／．8－一一一
　　　　に併合されたが、一｝　　　　　⇒　　　　　　　一　　　s　　　－一　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　一←　　　一　≡　　　一　　　｝　　　　　　一　　一一rr　－　　　　　　　一　　　　　　　一〔＿　　　㊨　　　　　　　　一

一｛・　一　　一　　　　　一　　　　＾｛　　・　，　　　　一　　’一←　　　　，≡　｝1　　－　　　←　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　→　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　｛　　　　　　　　　　←　　－　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　　　　　　＿一一一〔　一　一　　＿＿　　　一’一＿　　　～＿一，＿

1861年フランスの保護下に王国を再建した。1911年に初めて憲法を　　　　　　一←

一

＿人．＿口」万人）＿
　3，一一⇒一

一＿し乙2－8ノ年．．）

一　　一　　一一　　一　’　　　←一一

　　〉　　一

　公布。一　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　A　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　÷　－　　　q　　吟　一　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　領r　　　一〔　　　　　　A

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　w1　　　　　　　－　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　＿　　　　　　　　　　｝　　｝一＿　　＿＿　　＿　一一＿

首　　府一←　　　　　　一　　　　　　　　一　　　一　　　一一　　一一一｛一一1　　－　　　　一一一　　胃一　一’

Monaco（モナコ）
通
貨
単
位
一 Frallce　Frallc （フランス

一　　一　　｝　　　　一一　　一　　⑳　　　，

フラン）

一　　　　｝　一一一　　一　　　　　〉　　　一　　　　　→　　　　　　一　　・　　　一　一，　～　　　　　一　　　←　一　　一一《一　　一　　一一一　　→ 甲　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　F←　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　－　　　一　　一　　｝　　　＿

一’一’一一一，－－一’一一

独立年月日

一　÷一一　　→一一，　　　　A　　－■一　　　　　一一 一一　　一←　　　　←一　一　　　一≡　一　　　　　　　’　　　一，一一　　’一←　’　　　　　　一一一一一一一　一　一≒一　一　　→　　　　｝　　｛＿一　　　　　　，　’　　一　　　一〉｝　　　，≡－　　　1 一一’〔一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　　・　　’　　一“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　寸　　　　　　，　一　　　　　　≡一　　　、壱　　1　　　　　　　　　　　　　　　－←　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　一一　　　　一一　一　　　＿

←　　　｝　　　　　一一　　　　　’　一　　〕　一　　　　　一　　　　　　｝一　　一一｝

独立以前

政　　休　一A｝←｝｛一一｝一一一一←一一一

甲一A

　一一　立憲君主国一一一“一

一　　一A－≡　　一一一一　　　一　　←　A　　　　　　　s　　一　　　　　一

　　一’

一一一一｛一
一　　　　　　　一　．　　　　　一A　一　　一一一　　　　　　　　　一　A｛　　　　　　一鍾　　一　　　　　　　r－　　　　一　　　　｛一一r－　　一　　　’　　一　　≡r－

一一一一’一←一一

｝　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　｝A　　　　　　→　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一一　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　＿

’←

一←　　　　　一’　　　　　参　　　　　　　　　　　一一　　’　　一≡　　｝ 戸　　一　　一　　一　　一　　　｝　s　　　　　－　←　　　→一一　　一’　　～　　　　一　，｝一一一　　病←“一　　　　　『　　＾’　　　　　　　一　　　　一　　　　　一　　一←一一吉　　　一　一　　　←一←　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　一　　一一1　　　　一　　一　←　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　一一　　　一　一一一　　　　一　　　　　一　　一　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一一　　一　r　　　〔　　　　一一　　r　　　　　＿　＿　＿＿

　　一一一1■　　■一

通称国名 Mon

一一一一一　ら・一一一　　一一一一’　，

　　01ia

参　一　　一　　一　　→，一　　　→　円　　　→一　’　　　　　　　　　　〔

正式国名

一　・一一　　一一一　一一　　　　一一　●一　一，　　．　　一　　　　一　一　　　　一　　　　一　　　　■　一　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A●　　　輪　　　　　　・・　　　　　吟

モンゴル人民共和国

wφ■・’＾，・一●戸．　　●、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　…＾　．・’　　　　　　　　　一　　　　　一　．’　　　　　　　　　　　へ　冶　　　　　　”一ρ　～＾一一頃　　．＿一朝　　＿一　　一　　　・　一一　一　1一一一一β

　Mongolian　Peo　le，　s　Re　ublic

位置する地域一一一一一｝一一一一一 アジア　ー
東アジア　　　　’●←｛

陥史 アジア大陸の中央部に位置する。　清朝統治下では外モンゴルと呼ばれた。

面　　積 （km2） ／，565，000

　　　　　　　　　　　　一　一　　一　一　　　一　〔　一　　　一一一　　一一一　一一　　　㎜　　一　　　一　　　　…←←　←　｝一　　　一　一　　一　　　　’　　一　　　　　　　一一　　　一　一　　一　・　　一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一’一　　一　一　　一　一　　一r｛－r－　　一一　　　一　　　　一＿

その後辛亥革命を機に、帝政ロシアの援助のもとに221に及んだ中国の支配下から

人　　口 （万人）
／7／ （／98！年） 脱却、自治を宣言した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　　　一一

しかし、第1次大戦でのロシアの敗戦により1919年自治

首　　府 』1旦n＿Bato．エ＿ローランバニト』41＿．．＿＿ 撤廃が宣言された。＿＿＿＿＿＿，＿＿＿その後のゾ連赤軍の援助による内乱を経て1924年11月26日に
一一

通貨単位｝一一
Tugrik（ツグリク）一一一

’｛

　　　人民共和国が成立した。

　～　’　　　　一一　　一一　　一　　←．一　　　　一　　一吟一｝一一　　一　　　　　一　　一　　～　　一　A　　A一A　　　　　叶　　　　一｝　　←　一←｝一　　’　　　　一　　　　　　　’一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A－　一｝　一一一　　一　　一　一　　一一＿

＿＿ユ壁4里ソ連ζの閲で相互援助に関する紳士協定を締結。

独立年月日 参照：

　　　　　一　　　　　　　　一…　　一　　｝　　　’一

略　史

一一｝一←〔一
A－　　一一一　　一　一　　　　一一　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　一　　一　　　一　　　一←　　　一　　　　一　　　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　－　　1　　　　、一一　　　　　　一←一一　　　　　　　一　　　　一　　　　　一　　　　一一　～一　　　　≡　　　≡　一一一　一一　　　←　　　一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　一

1946年人民投票により中国（国民政府）から正式に盆離。一．史里趣府｛巳旦4g年Ig月．
一一一

＿独立以前＿＿＿．

一一　一　　一一　　一一一一一一一一　　｛｝　　　　　一　　一　　　　　　・　　　←酬　　〉　一　　一　一　● 一一一，　
一㎜　　　　　　　’　一　　　一　　　　　一一　　一　A＞　　　　“　　一　　　　　’　　　　　　　一　　　一’　　　｝　　、一　　　一令　　　　　　　一　　　　一　　　〔　　一　　　’一　　｝　　　　　　　一　　一　一，　　　　一　　　　一　　｝　　　　　　　　一　　　　　　一　　｝　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←一　一　一　　　　一

承認、1969年12月国境協定に調印した。

一一一一一一一一一一｝一一一｝一一　一一一一

一｝一｝一一一一｝一　　　　　　　　　　　　～←一一一～

一一｝一　　　　　一　　　　　　　　　一　　一一　一■　　　｝　　　　←　’⊥←一　一　　←　一一＿　　　　一一　　怜一　一　　～一一一　　｝｝　　　　　噺　　｝一一

　一一←一

一一一

’　　一　　　　　　　一　　　一一一一A　　－一　←　　←　　　一　一　　　→一一　　　　一　　　一　　　・　　一一一　一　～　　　　一　　　　　一’⌒　　　一　　　　　　，　　　一一一←　一　　一一　　　一　　’　　　　一’　　　甲　　　一一一　　　　　→　　　　　，

一，一←一’一づ

　　　　　　　　　　析　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　“　“　　　　一　　一　閂　　一　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　●　　　　←一　　　一　　一一　　　一　一　　　一一　一一　　一　　　P　　－　　～　　　　　　P－一｛一　　一　　　　一　　　　　　一　　　　　　　一一　　一一　　　一一

r　　〔　　　　＿　　＿　　　，　　“←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　一　　　　　　一　　　　　　　一　　一、　　　　　　　　－1　　　甲　　　　一一　　一　　　　　　　　一一　　　　一　一←　　　　　一　　　　　一一　　　　　一一

政　　休　一一

　●　　　　　　　　　　●

一

●

社会主義人民共和国一　◆　　　　　　　　　　●

∨→～一一

■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■

　　　づ～一

●　　　　　　　　　　●

　　　　A－一

●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

・ 橋大学梓済研究所
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● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　◆　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

通称国名 Montserrat 正式li到名 モントセラト（英植民地） Montserrat

位置する地域 アメリカ　●一

一　カリブ海 陥史　　　東カリブ海、 リーワード諸島の小島皇．1967年の住民投票で西インド連合州加入
1－一一 一一

一．　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　A　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一A－一一A一一

面　　積
（km　2）

／02 を否決した。 英女王任命の総督が統治する英国の植民地。
一　　　　一｝一　　　　｝　　　　一参’一｝一　　　一一一　　　　　　　一　　一…『≡一　　一　　　＿ 寸≡一 →一 一ウー　一一　　｝一　　《　　　　一　一一 一一’　“一　一　一一甲〔…一’一＾⌒一’一一一＝　＝一一　一一一一　㌻｝

’一一∨“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～～
」s．＿旦」万人） ！．／ （！98（λ隻一⊥＿

｝　　　　一　　　　　　　一　　　　一一　一　　　“　一テ→　　　　一　　　，一　　　∋　　　一　　　　一一一　　　　　　’　　一　　　吟　　　　　●　　　一　　　　A　－　　“　←　　一　　　　一　　　＿　　　　＿ ，　　一　　｝　　一　　　　一　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　一A　－←一一’　　　　　　一　　　　一〔　　　←’　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一●　　　一　一　　一　→，　　　　　一　　　　　　≠　，→＿＿＿　　　一　＿＿　　一　　　　＿　　＿

首　　府 Plymouth （プリマス）

一　　≒　　　’一　　”←・一　　一　　一　　w≠　　　　　　　一一一　　　　　　一A　－　　　一｝一　　　　一一　　　　一　　一｝　｝　　　－　　　r　　A　　　㍉　　　　　一　　　　一　　　　　←　　　　一一｝　　　一一　　　　　　　一　　，　　r

通貨単位 EC　dollar （東カリブ　ドル）

一一一
独立年月日一一　　　　　　　　一　　’一A　－←一一，　　　　　一一　　　　一一一　　一　　　一　　　　｛一一一　　一

一一 一　　　　　　　＿　＿一　一←　　　　　一　　　一←一 一一｛－s－一一一，”
一　　　　　　←　　　　’　　　一　　　　　　　一　　　　　A－　　　　　　　　　　　　　　　“←一　　ベ　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　一一　一　　　　一　　　　　＿　　　　　　一一　　　　　’ ←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　≠　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　一　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

独立以前

一一 一一 一一・一¶一一一、

一

　　　←→
　

政　　休 英女王任命の総督が統治
一方一一＿一一 一←÷

∨　　　　　　　　一　　　　一　　　　　一　　　　一一　　◆　　　　　　　　一　　　　一　　　　F－　　一　　　　“　　　　　’　　　一　　　　　　　　A　　　　　←　　　　“　　　　一

→・｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

一　｝一一　　●　　一 一一一一一←　一一一一一＿＿　－　　1一 ’　　　　・”　　一　　　　　A　白　　　　　一　’・　　　　　　　　■ 一　　　・　一　　一　　　　　　・　　｝ 一一　　，←　　一一’　一．、　・　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　一　一一　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　←　　　　　　　一　　　■ φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿一つ一．，　、一　一　　　＿●一，　　　一　＿“　．　　＿1＿　　P　・

通称国名 Mor CCO 正式国名 モロッコ Ro　au皿e　du　Moroc

位語する地域 アフリカ　ー 北アフリカ 陥史 アフリカの西北端、マグレブ地方に位置する。　8世紀にイスラム勢力圏に入る。
’－P’一 一一←一 一一一づ’一一一一 ｛A，≡ 一一’一｛一一一

～　　“　　‘　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一　　一一　　，　，　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　＿

面　　積 （km2）
446，550

ベルベル人あるいはアラブ人による王朝の興亡が続いた後、19世紀後半列強の分割・争奪　　　　　　　　　＿＿＿一∴＿＿＿　．　＿一＿＿＿．．＿　＿一，　＿＿　＿＿＿＿．、＿＿＿．＿　一　一＿＿一＿＿　　．　一．　．＿＿＿＿一＿一＿．＿＿一＿＿＿

｝『一一一 一∨一一一”一一一一一一一
　人　　ロー｝ （万人）

2．0《≦2 （／98！年）
の対象となり、1912年フランス保護領。一一｝一＝’，尋一一 　　　　　　　　　　またタンジールは1923年国際領域となった。一一　　　　一　　・　　　　　一　　一一　　　一　　　　←　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　←　　　一　一一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　ハ，　　　　　’　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　　　　　←　　　一　一　　　一　　　　　　　一　　　　　　一，　　→　　，　　　’　　　　　　　　　　一

一　　一一一　　　一　　　一〔　　一　　　一　　　　　一一∵　　、　　“一一　　　一一　　’“　一

首
　
　
府
一
一

Rabat（ラバト）
1956年3月2日独立。 続いて1958年南部のスペイン保護領が返還され、1959年にはタン

一　　→一一一　　A，　一　　一 r＿＿＿　　一　　　　一一　　　　　　一≡－　　　r　－←　　　　｝’　一　　　｛　　　　　　，　　←　　一　　一　一一　　　噌　　一一一　　　一　　　　　　一一｛ 一　一　　舳　←　　　　　　　A　　　〔　　　　　　　－　　　s－一　一一　　　一　一　　A　A　－　　　一　一　一　　　一　　　一一一一　　⇔　　一　　一　　一　　，　　　　一　一　　　一　　一一w　　－一　　　　　　　　一　一　　　　一　一　　一一一　　　　一一一一

通貨単位一一　　　　　　　　一　一　　一｝一．　　　　　一一一　　　　　一　一

Dirha血（ディルハム）
ジールも返還されるに至った。　　　　　〉一　　一一．　　　一　　　　一　一一一　←

←　｝　一←’一　　　一一’　　一一一一　　一　　　　　一　一　　｝一一　一＾一　一一　　一　一一，　　テ　　　’　　h　　’一←　一噺⇒　　一　　　，　　　　　＾　　　　　’　一一　　一一　　●一　　一　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　｝一一　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　●　　一　一一　　一一∋　　　　一　一一一一～＿

独立年月日 ／956年3月2日
A　　’一　　　’一　　　一　一一　　　　一　　　一　　　｝　　　一　　一　　一　｛　一　　　一≒　一一 一一一一一｝一 一　一一 一一一一｛　　　　　　一一一 一一一　一　　　一　　一　　　　　　一　　　　’　　　一　　●　　　　　　　　　－P　　　｝噌　　　｝　　一一　　一　　一　　　一一　　一　　ヂ　　ー　　　” 一　一一　　〔　｛　　〔　　　　　　　’　　一　　　　一一　　　　　　　　　『一＾一　｝一　　　｝　　　一一一一一　　　’　　　　　　　　　w　－　　　　　　＾　　　　　一　　　　一　一｝　←＾，　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　一　　←　　一一一～一　’＾一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一一　’→　　　≡　　　　一　一＾　　　一　　　　　　一　　　一　　一　　“一

フランス領・スペイン領・国際領域
．独立以前

， ←｝一

一一　
〔　　　　　一一｝　’●　　←　　　　　　　　A　A一

一一一一一一一一
一　　　　　　　　　　　一　A’　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　●　←　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　＿　＿　一’一　　　　　一　　　　　　＿一

｛一一一一一÷一一 ←　，一一一r－＿－pr”＿ 〔一一→｝一一〉一 ’一’← 一一一一一つ，〉一一
→　　　　　　　　　　　　　　　　～　一　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一・＿＿，　　　　　　一一　＿

一

j政　　休 立憲王国
“

●　　　　　　　　　　■ ● ●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● ◆　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

一・ 橋大学捉済研究所
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　■

通称国名

　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　．

Moza皿bique　　　　正式国名

■　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

モザンビーク人民共和国
Peopie・　s°Rep品・1ic’of　元oza6biqu：　（R壱bublfca　　声oP：：5：皿b6ue　’

位置する地域 アフリカ　ー　東アフリカ 陥史 アフリカ大陸Ω東南部Lインド洋に面して位置宣る。．．16世紀頃よりポルトガルの

面　　積
（km　2）

783，030 植民地支配が始まった。

　　　　　　　　　　　　　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　曽一一　一　　　一　　　　　　　　一一　　一　　一一　　　一　　　←　　，　一　　　一一　’　一　　　一一　一一　　　　　　一一　〔　　　　　　，　　　－

1963年ポルトガルの海外州に編入。　1920年代から黒人解放運動
＿　　一＿＿．＿づ＿＿←＿，＿＿＿．＿＿←＿　　・＿　，＿　二．一　＾～．　←　＿　　一　＿　＿＿，　＿　＿＿仲噺　＿　　←　＿　　＿＿　，r　＿＿＿　　　　　　＿＿＿＾　＿　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　＿＿＿　　＿　　　＿＿＿　～＿＿＿

一 一’一≡〔 ’一←｝←一∋

＿人＿1コ」互△L ＿∠」」□．＿」」笠8！庄．＿L＿．
一←“　，　　　　　　　ヅs←　　一’　一　　　　　　　已一　　　＝　　一　　　膏　　一　A　－一一　一　　　，　　一　　　一　　｝　　　　v　　▽｝　　　一　　　一←一　　　　　　　　～　　　　　　一

が高まったがポルトガル軍の激しい弾圧により指導者は逮捕された。　1962年6月25日、　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　一　←’　　｝　　　　　　　　　　　　　　¶　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　A　　　－　　　　　　r　　　－　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　→　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　　　≡　　　一一1　－　＿　　＿　　一　∋一一　　　一　　　　≡＿一　　　　　　　　一一　　　　＿＿参一｝A＿，｝一　　一＿・＿

首　　府 Ma興to（マプト） モザンビーク解放戦線が組織され、1964年国内で武装闘争が開始された。　ポルトガルの

一…一
4

一一≡←一一

通貨単位 Metica1 民主化クーデター後の1974年9月、ポルトガルと独立協定を締結。　1975年6月25日に正式
独
立
年
月
日
一
一

1975年6月25日
　　に独立した。〕一”■　一→〔　申　一　一｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

独立以前 ポルトガル領

一　　　　叶　　　　一　　　　声　　　一　　’　，≡　．←　　　　　　　A　　　　　　　－　　　　　　一’一　　一　　　　　　、．一一　　　　　　一一’　　A　　－’　　　　｝－　　　　　一」　　　　一　　　　　　｝一　一　　　　　　　　一　　　　《　7　－　　一一　　　’　　⌒　　　一　　“　一　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一●

’一一一一←一一≡一 ◆一一 一｝一・一←一一一一 一〕ぷ 一，，，一一

一一F－－r－一 一一一一≡一一一▼一一f｝一，．一～一一一P 一一

一r－一一 、　　＿ 一一1－　　　一　　　≠　’　　一　　　　　一　一　　　　　1　　”　　｝　　’　　一ピ　　　　　ー　　　　　　甲　　　　　　　．　　　　　　一　一　一　　　　今　一　　一　　一～　　　一　　一一　　　　　一　　　『　　　　一 一　　　　　　　　　一一　　　，　　　　　　　　　⌒　　　　　　　　　　　一一　　一　　　　　　P－　　　A←　　　　　　　　一　　，　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　‘　　　　　　　｝一　　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　明　　　噌　　　　　　一　→　　　　　，　一　一一　　　　　　　　　　　　“　　一　一　　　　　　　　　　　｝　　一｛　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　A　　　，　　　一一　　一　　　　　　一一

政　　体 共和国

一
一一一一←．一一一’一一⇒一 ’一　一一 一一｝一一一一一一　　・．←’⑳　”　・　◎　㊥　　一錫　　一■司・　一一．師 一．．、一丙㊨一一⇒w”唱・＾一一．．．・．　一　　．　，．巳、．・．．一　　L．・r吟　ψ、　◆　　　　　．　“一＿輪‘．．．，“　〔一｝　　．一一＾’　｛．制・．一一，〔一．一一一・一一＿一〔一一噛一’一一＝●

通称国名 Nauru 正式国名 ナゥル共和国 Republic　of　Nauru

位置する地域
オセアニア＿ポリ叉拓羅ア 陥史 バチカンに次ぐ世界最小の人口と領土の独立国。　1798年英国のプアーン船長

面　　積 （km2） 2！．2 が初渡来。 1888年ドイツ領に合併。　第1次大戦後オーストラリア、英国、ニュージー
　　　　　　　　　’←　～’一一一　一’一　　　　　　一一一　　，　　・　　　　　　　←　　　　　　　・　w　　←　　　一ピ　ー一　一　　　．・一　一一’　　一　　一A　　　　－　　　’　　一　　一一一　≡害　一　　一←一一●　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　A　　一

←→一　一　　　≡　　一一　一 　　　＿　・　苛　　遍一一←烏　．　　、　，　～　一　　　一一一　　一　一　　一●　　　　　｛一　　一　　●一　　一・一　　｝一　一 ⇔　　　　　一　　一　　　　榊一　一　　　一一●≡　　　一一　　　．’　　一　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一A　　・・　一　A　　　　　　　　－　　　　　　〔■　　　　　一　　一　　，一　≡一一　　一｝一一

人　　口（万人） 0・8　　　　　（／979年） ランドが共同で信託統治。 1942～45年の第2次大戦中は日本軍が占領。　1947年国連信　　　　　　　　　　　＿一＿二＿一＿＿＿＿一一．＿一＿＿＿＿＿

wか一一’怜 ＾　　『　一一←“　　｛　　　一∋←一　一　．　一 “　←r　－　　’　｛㊨一⇔●　●一、　■一　｛●　　一　一一・一・　　■　　■”　一一｝一一　｛ ～　　一　　　　　●　’一　　　一　　診〔■　一A　　　　一タ⌒一一　　一　　⇔　一’一　　丙　“　　　r－　　　　〉｝　　　　●　　一　づ　　　’　　　〔　　　一←　　一■←●　’　　e一

首　　府一　　　一　　　　　←一一一一　　　一　一　　一　　　A　－一一　一←　　一　一　　‥
Nauru（ナウル）一　　　A　　◆，　　　　一　　　　　　　　　　一　一　　　一騎　　一　　　一一　’一　　　一一　一　　析　　▼　　■　　⊇　　　甲　　　　一　　　〔　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一

“・

＿託顕繊域となり・
　1966年自治権獲i得。　1968年1月31日国連総会決議に基づき独立した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万　　　　　　’　　　　　，　　　　病　　　　　　　，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　’　　A　　　　　　　　　　一一　　　　’　　　　　▽　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　一　　1一

オーストラリア
＿通貨単位

←一’
Aus▲ralian」1q』ユar．（ ドル）｛←一一

一一≡一一
＿独立年月日 ！968年！月3！日

一　　　　一　　　　一一　　　　，　一　　●　　一　　　　　　　　　　　　　　　　阜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　舎　　　　　　　一一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　一’　一・　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　　　　　　　　　　　　　　　ぷ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一＿　　　　　　　　，一　　　’一　　｝　　　　■一一　　　’　　←　＿　　一一一一一｝一一　　一 一　’一　　　　　　一一＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一　　一　　　　｝一　　　　　　　　　一　　r　　　　　　　　，　　　　　　　　一　　　　一 ≡ 一　→剛　　　　　　＿一，　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　〔→　一　　　　　一・

＿独立以前＿＿＿＿ 一国連信託統治地域＿＿＿
一｝’・←一一 ←　一一一デ　ー　　一

一一一一一｝　’一，
＿　r－　　　　一　　一一　　÷　　　　　←　　輌　　，　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　一　　　　　　　　　→　　　一一　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　　　　　　　　一　一　　　一一一】、　　　　　　　’　　一　　　　一　　　　　　　　　　〔　　　∨　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一　　　　　　一一一一｝　一

　　　　　　　　　　　　　　　←～一’≡一一一｝一一一一一一一←一一一一『一一一一一一一一
一　　　一　　一一一　　　一一　　一←　　　一一一一一　一　　’　　　　　　　　　　←　　　一　　　一　　一

A，～｝一〔一
一　　¶　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R　　　　←　　　〔　　　　　　　　　A　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　∋　　一　　“　　　　　●　←　　　　　一

一〔←一一｝

一一 一一 7

政　　休 英連邦加盟の共和国（大統領制）
一一一←・一一一 一 一　　　　　　　〔一　　　→’　一　　←一　一　　一　一　　←　　　一

÷一←

●　　　　　　　　　　● ● ■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　● ●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

一一 鰯大学締済研究所
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通称国名 Nepa1 正式国名 ネパール王国 Kingdom　　of　Nepa1

位置する地域

面　　積（km　2）

．人一＿＿口．【万人）＿

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　休

アジア 中南アジア

／40，797

＿！⊥紅Z2．．＿＿上∠98ノ年）　，．．

　Kathmandu（カトマンズ）

Rupee（ルピー）

立憲君主国

陥史　　　ヒマラヤの中部南面に位置する。　エベレストなどの高山が20余もある。

　　1769年プリトピ王がグルカ王朝を樹立。　1846年以降ラナ将軍一族が実権を握って

いたが、1951年インドに亡命中のトリブバナ国王がインドの支援でラナ首相を追放、

立憲君主制を宣言。

一 …一一一一一■一　一　　　　　←　一一一’｛一一一　　一一　　■　　∨　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　s　，　一一，　一　　一A一

Netherlands
通称国名 （Holland）　　　　正式国名　　　オランダ

位置する地域．＿ 一ヨ＿二旦ツパ　ー＝＿西ヨニロツパ

面　　積（km£） 40，844　　　　●ヂ｛　　　　→　　’　　一一　　　　←　　一’←　　｝一　，　←　一　　甲←　　　一　　　　　一　→　　一　唱　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　一一一　　’　　　　　　　　　1

｝一一一一≡一”一≒一一一一一A－’←一’一

人　　口（万人） ／・424　　（／98／正）＿＿
一一　　一㍉　　　，一　　　　一　　　　　　　一　　　　　’　A　－　一　一一一　　　　　　一　←　　｝一　　一　　　一　　～　一　　←　　　　　　　　　←　　　　一’　　一

首　　府一’－r一一・一一一一 一麺§tc垣a旦（アムステルダム）　　　　。

通貨単位｝一…r－一一

qui1血e」LばルダニL＿　　一一＿＿
独
立
年
月
日
一
一
，
’
一

1815年　　　　　　　　　　　　　　⇔’一
一　一一｝一一一

」虫立以前＿　　＿
　　　参　照：　略　史一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　一　　”　一　’一　　　　　　一｛

一一一一パー一一一一r－一一一一一一1r’
一一一　　　一一一≡一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　一s　－　　　　一一一　　　一

｝一一一→一一
吟一》←一一

政
　
　
体
　 立憲君主国一　．　　＿　　　　．

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　Kingdo姐　　of　the　Netherlands

l囎］二殴＝の北醐こ位置する．1555年スペイン王国の、部となったカち8。年．＿

　戦争を経て1648年連邦共和国として独立した。　戦争中から海外に進出し、1602年東

　インド会社を設立。　1795年フランス革命軍が侵入してバタビア共和国を設立した。

　1810年仏帝国の一州に婦入され、ナポレオン敗北後の1815年、ウイーン会議でウイリアム

　ー世を国王とするオランダ王国の独立が承認された。　当初はベルギーを含んでいたが、

1831年にベルギーは分離独立した。

照戊：学杵済研’タ，1所
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　●

通称国名
N・蜘恕S’

　●　　　　　　　　　　　●

正式国名

　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●

西インド諸島（オランダ領）

　　●　　　　　　　　　．　　　　　　　　　●　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

1）e　　Nederlandse　Antillen　（Netherlands　　Antilles）

アメリカ　ー　カリブ海位置する地域一　一一一｝←一←一一一一一一一一

面　　積（kmユ） 993
一　　一’　　　　　一一一一　　一　一　　　’　　　　　　一　　一　　　　　｝≡　　一一　　一一

’一　　｝　　　一一⇒一一　　一’　一一一一一一一　　’一一一　　　　’一　　一　　一　’　　一　　一一　　≡　　　一

一ノs－＿」コ＿【互人L

首　　府　一一一一一r一一≡｝一’一一一一一

一一一27　　　　（！980年
Willemstad（ウイレムスタート，

．＿＿上＿．

　　　一一一■一

　略史

唱一一
←＝

｝　←　〔　　～≡　　←　　一　　　　・　　　　　一

　　　＿∠きネズエラ北方沖にあるキュラソ＝入．ヱルバ、．ボネ三ルの3島とこれより＿＿＿

」ぽ紅ρ旦主竺一竺杢z≧壬些型壁の中のセとトマーチン、セント子一スタチウろ、＿
　サバの3小島からなる。　1499年スペイン人が発見。　17世紀以来オランダ領で、1954年　一一一　一→　　　一一＾　　一→一一｛一　　　　一　一　　一一　　　一←一｝　一＾｝一一　㊨　　　｝　　　．　　声　　　一　⊥　　　　　　　一　　　酔　　・　←一一　　一一　一　　　　”　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　一　　一　　｝一　　一一　　　　　一　　　　　　　　一　　　　’　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　凹　　　一　〔　　一一　　一　←＿＿　　　r“　　　　　＿r　　　←，＿　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　⇒　　一　　　　　　　　　　＿一

　内政自治権を獲得した。　　…一　一　　’　一　　一一　’　　　　　　　一　一一～　　　　一づ　一　　一　　一一一一　　　一←　　一　　一　　一…　　　一　　　一一一　　1　　’　一→　一一　　一　’“　　●　’　　一　　　　　一　　　サー　　　　　　A▼　　　　　一　　　一一A　－’一　　　一一一一　　‥　一噌　　　　　　　　　　　　　　禄　～　　　F　　　－　一一　＿　　　　　　　　＿　一　’　　　　　　　←　一　　＿＿　　　　一＿　　　　　　　一　　｛　　　一　　　一一＿　一

通貨単位
＿，＿一＿＿＿＿＿．

キ・エラソニ島）．

　Guider（ギルダー）

参　照：　略　史

一一≡一＿→ ←＾一一　　　　一　　　←　　　一　←　　　一一一一一A一一一一　　　　r　　　　－←一一　一　　一　　一＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1÷一一一一←’　一一一＿

　一　　≡　　　　　　　　　　　　　一　　　　　→　　一　“　　　　一　一　　　　　　　　一一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　－　　　　　　　　　一　　　　　＿　　　　＝一

一一一一一一

独立年月日一一一←一一一一一一一一｝　一｝’

独立以前

　一　　　　　　　｝　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　，　　’　一　　一　一一　　　　一　　　　　　一　　一

政　　休

一　　　一　　一　一　　　　　一一　　一一　　　一一　ウ　　　　　　　　　　ー　　　　　一一
　
オ
ラ
ン
ダ
国
王
任
命
の
総
督
一
一
一
一

一一’一一’一一一一一’一

一

　　＾一’｛“－H一一
　　　　　　（対外関係）

≡一一耳’一一一Ar←｝’

一’｝一，一

　　’

　　　　　　　　　　　　　　　、　　←一　　●　一一　　　　　　　　　　　　　　一　　’“　　11　　再　　　　　　　　　　　　　　〉　　　　一⑳一　一1　一ふ　　一一　　　←’　　　　一　’　　　　一一　一　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一早　　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　怜　　一＿一一A　　　　一　　　　　一〔　“　　　ラー　　一一　　一　　一　　一　　　　　　　＿一　　　　　一一｝　一　　＿＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　

一　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　●　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　≡　　　一一　　　←　一　　　｝　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’｝一　　一　　　　　　　一，

一一

内閣（内政）

一←→　　　　　〔　　　　　一　　　　一　　　一　　’　一→　　　　，　苛・　一一　一サー　　｝　　一　　　一一　　　　一一…一一〔　一一一　　，一一一祈　　　“　　　　　　一　　　　　一　｝　　－　　　1－－r　一一→　　　　“｝　　　一　　　　←　　　　　　　一　　　　一－一　　　一　一一⇔一一＝　　　一一’　　　　一一←　　　一一　　一　｝一一一一｝一一，一　一　　’　　　　一一　一

　　　・一一　■一

通称国名

一声一一一・一一●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一一一　　　　　輌　～　　■　　⇔’一一一　　一，　　，㊨．《，●←←　　　r

New　Caledonia　　正式国名

－　　一A●一　一　A●■

ニューカレドニア

一一　一一’．一・一　一一～　　声　一＾・・一　　、　　■，

　　　　　（仏海外領土）

寸　　・←・　　．■　一　　　←、　　　一◆一　、’●r　・，●’　　．　、A　．一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●■　一一一一　　、　←　　　　’　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　～　　　　〉　　　一一　　一　　■　　〉輌　　●一　一　　一●“■一一一　・一一一⇒一　卿　　一●一　

　　　New　　CaIedonia　（Nouvelle　　Calざao皿ie）

オセアニア　ー　メラネシア 陥史一位置す一る地域＿

面　　積 （kmユ） ／9，／03

　　　　　＿オニろトラリァの東方繭鐘∠g二23鰹．型経乙63二乙ξ．8魁こ位置空垂L＿
　　　英国人クックが1774年初渡来。　1853年フランス領に併合され、1860年から植民地となる。一　　一一　　　一　　　　｝一｝　｝　　　　　1　q　　－　一一一　　　一　←　　　　　一　　　　〔　　　　　　　一｝　　　・一一　一　’　　　÷　一一　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　　A　　　　　　－　　　　　　　←一一　一　　　　　一r’　　　　≡一　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　rA　－～　　　　　　　　一　A’　　　　　　一，一　　一　一→　一　　　　　　一一　　　　，　　　一　〉　一　　＿　　一一一＿

／5

一一一一一一一一

（！980年）

｛一’｛→一一一　

　　一一一一一一一一一一一｝一←’

　一　　　　　　←’　　　～　　一｝　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　一●　　　　　　→一

人　　口（万人）一一　一一一一一←一⊇一一←P－一一一

　首　　府 ヌーメア（NOtmea）

一●　　　｝｝　　　　　　r　　　　　　　　　－　　　　一　←一　　　　一　　　　　　　一　　　一一　　　　，　　　≡一　　　　一　　　　　　　　　一　一　　一　　　－　　　　　　一一一　一　　　一　　、一　　一　　　　　　一　　　　　　A今　　　　　　　　一一一　　←一　　　一　　　一　　一　〔　一｝　一　一　　　　一　　　，　　　　　　一一　　　　旨　　　　　　一＿　、　　　，一　　　　　　　一　←　　甲一　　一　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　，　　　　　一　　一　　，

一　　　　　一，　　　　　　，　　　’　　一　←　　　　　　　一　一　＿←　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　←　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　－一　一析　　　←一　　　一　　　　　　一　　一　　　A　　→　←　　　　　　　　　　　　一一　　一一　一　　一　　一　　→一　　→　　　　　一　　　　～　　　　　一←　一　　一　　　　一一一一　一　一　　r　　　’　一　　　　　　　　　　　一　　　一＿　　　｝…一　　　　　一一　　一一　　←一　　　　一　　　一　　　一一　　　　　皿

通貨単位

　　　　，－

CFP　Franc（CFPフラン）

一一一→’べ一一’←’｝一｝｝一、一一 一　　一　一⇔一　　〔　’一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一『　　一　　一一一　　一　一　　　一　　　一　←一｛　一

一　　　　　一　　　　　甲　　　　　　一　｝一　　　　　　｝’　P－　一　｛一一　　一　一～　一一　　　幌”　　　　　　一　　　’一　　　　一　　一一　’　一　　一　　〉一　　　’〔　　　｝　　一←　　　　　一　●　　，　　　　　　　　　～　　一　　　一　　　　　A←　　　　　一ひ　　『一　　　一←〆

独立年月日
一

《

●，←一

一一一一チー一一

｝一一一一

1’一

　　●

一　　一　　　　　　A　　　　　　－　　　　　←一　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→A　　　　『　　　A　　　　　　　　　－　　　一一　一　一｝一　　一
」虫立以前＿＿＿＿

　　一　　一　’～　　　一　＿P－　一’　一一一｝一一一『　　一　　一　　　　一　一一

｝　F一　政　　休→一

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

一　　一　　　　．一　　　，　　1’　　一一一一　　　’一　　一　　　　　　一　　ヱ　ー　　　　＿＿＿　　　〔　　参一　　　一　　　　　　　　　一　一　　　　　　一　　’一　→　“　　　　　〔　　　一　　　　　　｝一　　→　A←　　一

一　一　　一　　　一　　＿　　　一　　　　　一一　“　　一　　　　一　，＿≡一　一一一　　　一　　　一一　　　　　　　一　　　　｝　　　　一一一｝　’　一一　　　　　　押一一一　　　一　　　　　　　　　F　　　　　　－　　一

一

フランス政府任命の総督（太平洋地域

高等弁務官）が統治　　　　．　．

一一→一　　　　　　一｝一←　一　，　一　　一　　一一r一　　一一一←　　一　　　　’一．’一A　　－’一　　～　　　　一A一　　一一　一　一　　　　一　｝一一　　一　一　F　　　｝ザー　　一　｝　　甲一一　　一一一　　　　　　　｝　　　　　－一　　　　｝一　　一　　　　　噌一　　　　　一　　　一　～一一　｝　　　一　　　　一　　　　　　一　一一　｝一

　　　一　　一　　　　　　　　　　　←一　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　・　　　　　　　一　　　　一　　一一　　一一　　　s－　　　　　　　一　　一　　　　，　　　　　　一　　・　、　　　　一　　　　一　一　　一　　　　　　　　一　　　一一’　　　　　　　　ひ　　　　　←　　ぷ　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一

　　　一　，一　　　　　　　　　　　　←　　　一　　　一　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　｝一一一一　　　｝　一　　　　　　一一　　　　　　　　　　　一≡　　　　　　一　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　－　　　　　一　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　－　　　　　　一命⌒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　⇔一　　A－一一　　　←〔〉　　　一　　　　　　　　｝　　　　　　　一－A　　　　｝　　　－　　　P　　－　　一一　　　　　，　一　｝　一　一

　　　　　　　　　　一

　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

一 楕大学締済研究所
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　●

通称国名 New
　　●　　　　　　　　　　　●

Zealand
　●　　　　　　　　　　■

正式国名

●

Lニュぶランド’
　●　　　　　　　．　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　．

Do皿inion　　of　Ne▽　　Zealand

位概する地域 オセアニア 』こ「 オーストラリア東方の南太平洋に位置し、北島と南島の2大島を中心に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

面　　積 （km2） 268，676 スチュワート、オークランド、クックなどの小島から成る。　10世紀にマオリ族が
’一一一一一一一一一一＿一÷一 一一“

弓一←1『一一一
〔チ｝一一，一〔≡r’ A一 一

人　＿口 （万人）一一 3／3
（
／
9
8
／
年
一
一

）
最初に発見。 1769年英国人のジエームズ・クック大佐が探検を行なった。

首　　府 Wellington （ウエリントン）
1840年、マオリ族首長と英国政府代表との間でワイタンギ条約が調印され、英国の

一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　一　　一　一　　一　　　　　一　　一一一

通貨単位一1｝一一r’一→一一一一1一 New　Zealand 血11三亘言㍉，
一一一一←一 一　　　　一　　　一一》　　’　　　　　一｛　｝“一｝　　　≡　一　→　　　一　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一　　　一　一一　　　一＿　｝　　≡一

　直轄植民地となった。

←　　　　　　　　　　⇒　　一　　→　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，＿

1852年に自治権が与えられ、1876年まで連邦制度をとって
｝　　　　　　　’　　←　　　　　’　　　　一一一一　　甲　　　一　，～　　　　一　　～一　一一一 一一　　　．一一　　一　　1　　　　　　　一一一　≡←　　一　　　　　　　　　　　　　＾　一　　　　　　　　　　≡　一『≡・　　一一一一　　　　　　　〔　　　’　－r　噌　　　　　　一　　一＿一　　　一　　’　　　　　F　　－　　　　　　　　　　　　一　　　＿　　　　　　　　　　　r　　→　　一’　一＿　一　　一　　＿　　　＿＿

独立年月日 ／947年
いた。1907年に英連邦自治領、1947年に独立した。

　一一一w≡→一一一…一一一一一
一　←　　　　　　　　一　　一　一A　　一　　　一　一　　　’　　　　丙　　　一　　《一　←一 一一一一　　　一　　　　　　　一　一　　　　一一　　一已　　『　　一　　　　一　　　　一　　　一　　　　、　　　一　　　　　一　　一　　　　一　　一一　一 ，・一 一　　　　　　　一一一　　＿　　　　　一●　　　一　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿　　　　　　　　　　　＿　＿

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　｝　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　香◆　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　一　　｝　　　　　　　　　　　　　　＿　　一　　÷　　　　　　　＿一　　　　　　一＿

独立以前
英国直轄植民地　　　　　A

一

政　　休
一一一
　英連邦加盟の立憲君主国

←

一一 ‘一一 ．一 一 F

●÷　　一　　’　　一　　　　　　一　　　　　一　　　　一　≡一　　　　　　〉　　　｝　　　一　　　　　　　一＿ 一一一・　　’－　　r－←－　　　　－　　　’ヂ●　、㌔　　　一一　一一唱　　●一　　　“　　’　　■　　L

〔一・一● 一　　一 －－　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　A

一．一通称国名 Nicaragua jE式国名 ニカラグア共和国 Rep‘blica　　de　　Nicaragua

位問する地域 アメリカ　ー 中央アメリカ エコニ 中米地峡に位置する。　コロンブスが第4次遠征で発見。　1502年スペイン領と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←一

面仁，．積一（kめ． Z30き0ρ0
’“

なる。 1821年グアテマラ総督領諸州と共に独立宣言をし、1938年、中米連邦の解体で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←一一一

人　　ロー　　一一　　　　　　　　　←　　　　可　　　　　　｝　　　－　　　　　　　　　　　　r－　　＿　　　　　　　一　　　　一（万人）　　一一1一
　282｝一一｝”一’一『≡ （／98／　　　　〔

） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舟分離独立したが興彊不安が続き、190g、1912年に米国が介入、1932年まで占領を続けた。
一　　　－　一　　　一　　　一一・　　　　　　　　一　　　　｝　　　　←　　梧　　　　　　　， 一・r一

一　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　－　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　A　　＞　　　一　　　　　　　　A 一　　←　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一‥　　　　　　一一　一ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー一＾　　一　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一　　　　　　　　　　一　∨　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＾　一＿　　　　≡　一＿　　＿

登．＿＿府＿ ．1胞nagua．（ヱナグア｝＿
●←一一 一’一 1一一一｝　・ 『　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　，　　　→　　　　　　　　　　一　　“　　一ラ　　ー→　　←一一　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　一　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　’　　ウ　　ー一　　　　輪　一　　一一　　　一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　一　　　　　　　　　　　　　　，　＿一“＾　　＿　一　　＿

．通貨単位
｝一怜’

　Cordoba（コルドバ）一一一　一一一

　一一，一一一静一一A－一・ ～’一｝㎡一A｝一
F一　　一　　　　’　　一　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　⇒　　　一→

一一　　’　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　一　　～　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　〔　”　　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　1　－　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　＿＿　　　　　　　　　　＿　＿＿一一＿

独立年月日 ／838年
一〉←一一一｝一一一一r

一　　　←｝　　　　｝　　　｝　　　　　一　　一　　　　⇔　輌　←　　　　　∋一　　　　　　　一　　　　≡　　　一　　一　　一〔一 一≡　一 一P｝ べ一1－＿一←一一一
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　－　　　一　　一　　　　　一　“一　　　　　　　一　　　　’一　一r　　　　－一　　　一　一　　苛　一＿＿＿

＿独立以前 スペイン領
一一一一一一一一

一　　　　←　　　　　　　　　一　　・一　、　　　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　～一　　→　　　’　　一　　　　　　　　一　　　　　←　　　　｝　　一　一　　一　　　　　一　　■　　　一　　　←一一　　一｝　　一　　一　　　　←　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　一 ÷←　　一＾…●　　一一　　’　一　　　　一一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　一　　　＋　　　＝　　　⇒　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閂一　　｝一｛》　　一一　一　一　　　　　　　　　　　　　1　　　←　一　　　一　　　　　一一　　　＿＿＿＿　　＿一一一一一＿

一≡ 一一　　一一←＿　　一　　　　　　一一一　　｝，　　＿→ 一　　　一　←一一　　一　一一　　，　一　　　　　　｝　一一　　　　　　　　一〔　　　　｝ 一　　一一　　　　一　　π　’　　　A－　一　　　一　　→　　一一一

一一一一，｝
〔　一　　一　　　　　一一　　　　一　　》　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　吟　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　　　　　一　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　1　　－　　　→　　　＿　＿＿，一＿＿　＿＿　　　　＿

　　一一

政　　休 共和制
’

●　　　　　　　　　・ ■ ●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　■ ●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

・ 15大学梓済研究所
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■ ◆　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ■ ■　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　・　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

通称国名 Niger 1E式酩1 ニジエール共和国 R6publique　　du　　Niger

位置する地域 アフリカ　ー　西アフリカ 略史 アフリカ大陸西北部の内陸甲。　1922年仏領西アフリカの一部となり、
一一←　一一　　　　　　　　　　一　　　一一　　　一s　－　一　　一　　　　　　÷ 一一一

｝一一一一一■｝一
一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　テ　　　　ー一 パ　　　〔　　《　　　　　　　　一　　　　→　　　　　一　　　　　　　　　　≒’　，・ 一　　　　　　”　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　僻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　’　　　　　3　－　一　一＿＿

面　　積一一1’一一’一一｝一一）
（km2）一　一一一一一一

　／，267，000｝　　　　一　　　　’　　一一　　　　　　　一一　｝←一一析　　　　一　　一1　　　　－一　←一一　　　　　　｝　P

一　　　　　　　　　一　一r　　－，　　＿　　←一

…一

一一嗣
1959年9月の仏第5共和制国搬票で共同体内の自治共和国に、次いで1960年

＿人＿＿口」万人L 548　　　　　　（＿∠28∠4…＿L＿＿
一一　　　　　　　　　●　　　声　　　≡　　－　　1　－　　　　　｝　　　　　　一

8月3目狸立し？ζ皇
一　　　　　　　　　　　　　　　’　　　｝　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　・　　一一　　　　・　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝

首　　府 Niamey（ニアメー）
一一一　　　一一一一　　←一←　　　　　　一　一　一　　←一一←一一　　P－’ 一←　＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ヂ　ー　　一一　一　　　’一一　’　　　　一〉一　　　＝　　　　→一●　　　　　　一　　一　　　　　一　A－　　　　，　　　　　’

一←一一＿’一一
一　　　　一　　　　⇒一　一　　　≡　　喉　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　一　　　　一　　テ　　A ←　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　断　　　　一　　　　一　　一　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　●→

通貨単位 Franc（フラン）
一｝｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　≒　　　　　ヂ　　“　　　　〔　　　　一一一’一　　一　－｝一　　一一　　　　’　　　　　一　　一一　　　，　　　〔　　　　，　　　≡　　　　　’　　一一　　一　一　　’　　　　　←　　　　　　　一　　一　〔｛　　　　一　　　　　一　　　　一

独立年月日 ／960年8月3日
’≡一●一一｝一へ｝一〔’ 一≡

｝　　一　　　　　　　一一←一　　　｝一一｝　　　　’　　　一　　＿　一　　　　　｝一　　　　　一　　　　　一　　　一　｝　　　　一　　　　　一　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　｝　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一A 　　1　一A一

←一一

一　独立以前 仏　領

j政　　休 共和国

一一一r－←一〔
← 一　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕　　　　一　　輪一’一≡　一一一　　　　　‘　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　一 一 一 一

一　一一一　　一●一一一一＿＾　　s－w 一r－●一一一ひ、　　　テー｝⇔，一　一一　一一●　　一’⇔ぺ亀　●　　　　　　　　　　　　　　A　　’一　　　甲　　　一　　　　　　＾ 一A－●　　一一 ’　　　一　　　　・　　土一　　　　　　一一一“　　　　　’　　⊇　　　　●　　　一 ◆　’　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　一　　　　　　　　　〉

通称国名 Nigeria　　　　　正式国名 ナイジエリア連邦共和国 Federal　Republic　of　Nigeria

位置する地域 アフリカ　ー　西アフリカ 略史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
アフリカ大陸の西部ギニア湾に面している。　15世紀以来300年間ポルトガル、

デー 一

而．壁．．
（km£）　　←

9．23，768A　　－　　　　　　　　　　　←　　●　　　　一｛一　　　　　＿一’　　一一　　　　　　　　　　＿　　　　　　∨　一　　｝←　　　一　　　　　　　　⌒　　　　　　　　　　　　一

一一一

英国、
スペインなどの奴隷貿易が続いた。　1900年英国の植民地兼保護領となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

人　　口　　一一一一（万人） ㌘6こ．＿一∫イz元！年．）一．．． 第2次大戦後民族運動が活発化し、1947年連邦憲法が制定され、1960年10月1日独立。

1961年6月1日、1日英信託統治領のカヌルーンを北部州に編入。　1963年10月共和国　　　一，
首　　府噌一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A－　　，　　　　　　　A　　　　　●｝　　一

↓ag9旦．〈ラゴろL＿

←← 一←〔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　一　　　　竿　　　　　一〔

一通貨単位 』旦並旦」土工乏L＿＿一＿＿＿＿＿＿＿
　　　となった。一　　＿　　＿　　一　一　　一一　　　一一　　　一　　　　一　　　　≡一　，　　＿←　　　＿　←　一　　　一一，　　　　一　　一　　　　　〔≡一

一　　　　一　　一　　｝　　　　　＝　　　　　　一　　　　　一｝　　　r　　　－　一　　≡　　一　　←A　　　一　　　　　　　　一←　一　　’　　　　一　　　　　　，　　一一一一一　　　　　　　一’　　　　一　一　　　　　　　｝　　　一　　　　　　　→一　　　一　　P　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　A　　　　　　　　　－　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一’＿”　←一＿　　　一＿

独立年月日⇒－r－＿一一一一一一　
！960年！0月／日　　　　　　　　～　　　　一←　　一一　一　　　一　　一　　　　　　，　”　　　　一　　　　一暢　　一1〔　一

一　→一　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　1　　　　　←　　一　　←　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　，　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　　▼　　A　一　　　←　　　　　一

＿独立以前＿＿＿＿ ＿英国領＿＿＿

　　　　一一→一一一→

”　一　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　A　　　　府　・一　　　｝一　　　　　　一　¶　　　　　　一　　　一

一一←一一’一

一一鯵一｝

一一
一一w，’一，

一一　　　　一、一｝一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　“　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　一　一　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　　，一　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿　　　一一一　　　　　　　　　一　　一　　⌒＿

，一一一≡一一～←一＿一←一一一一一一 一一 ～“一一一一～一←＝一一←一一≡ 一一 一，

政　　休 共和国

●　　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

・ 橋大学緒済研究所
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■ ●　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●

通称国名 Norway lE式国名 ノルウエー王国 Kingdo血of　Norway

位｛霞する地域 ヨーロッパ 一　北ヨーロツパ 略史 ろカンジナビア半島の西側に位置する。　14世紀デンマークに併合され
一一≒A一 一 ’一べ一一一～一→　　一一一一

一　　　　　一一　一　　　　　　　　　　　　一～　　一　　，｝　　　　“　　　＝←

一” 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡■

面　　積
（km　2） 324，2／9 1814年にスウエーデン｛こ割譲された際、デンマーク王子を国王に選び独立を宣言し

一 一◆、一｝’一’ 一　’一←｝三“喋一 一←→一一～’ 一一
一

人　　口一一 （万人）　　　 4∠o一
　（／98／年〔一一一≡一一一一←

）
たが列強の承認を得られず、スウエーデンと同君連合下に置かれた。

首　　府 Oslo（オスロ） 1905年スウエーデンと協定が成立し、デンマーク王子ホーコン7世を迎えて正式に
一→一一⇒＿｛’　一一一一r 一 一　　　　一一一　　｝　　　　　　　　　　　　一一　　≡　’　一　　　　｝　　　　『一　一　＝　←　　一　A←　　　A　－　　　　　　｝　　　　一　　一　　　．　　　　　“　　　一←　　　　　A

一＝一一 P1 ．∨

通貨単位 Krone （クローネ） 独立した。 第2次大戦申はドイッ軍に占領され、戦後は伝統的な中立を廃して

一一←一一’『一　一一 一一一一一←一← 一一一一
一　　　＿　｝　一　　　　　　　一　一　一一　　　　，ヰ　　　　ー一 一≡’≡ 一　’　　　　　　←　　　一｝へ｝．一『－　w　　　　－　　＾　｝w　　　’　　　　鎚　　一←　　　　，　　一一　　｝　　　　　　　　叫　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一，　　　　　　　　　〔’　　　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　’、←　一　　　一　　一　　　　　　＾　　一　　　，，　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　＾≡’　　　一　　　　　　　　　　　一　一一一←一　｝　一一

独立年月日 1905年 NATOに加盟した。

一一←｛A〔｝一一一 ～一一一一一1－一一一～≡←一≡ 一一”．∨一一1 1｝←←一一一 一一一一r一 A←・一ウー一一

独立以前 参　照： 略　史

）一’ 一 一 一

政　　休 立憲君主国
⊥　一　　ピー　　～　　　　一　　　　　　　　　一　　　　，←一　吟

一
一　一一｝　　㎜一　　　　一●一⇔　　　一　’　　　　一　一　　　　一　　←　　　　　　一　一　　　　　　一　一　　｝　一　←　　　　”　　　一　　一 一　　　　　　　←一　　一　　　　　　一一　　　　　　一　一　　｝，　　←　　●←　　　　　　一　　　A　　、≡　　　　　一　　≠　　　　　　　一一，　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　一　　一～一　　　　｝　●　一一　　一　一　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一一　　　一　，　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　一一　　＿一一　　　　　　一　一　　　　一＿A

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一●一　　一一’ ｝一一’　一一一‥　一～s“輔｝　　●　⇒ “　　　一　＾　　　一A　‥｝一　　．方一一　　　臼｛　か　　　＾．　　　　　” ’　　一　　《　一　　　　一 　　一　　　　一’一 ’　柄　　｝，軸　鍾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　←　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
〉’　　　　，　　　，■　　　　　⇒　s　o■　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵠　　　一　一右　　　　　　r　　－●、■一一　　　　　　声　　一　一●｛　　一　　　　　一一　A　｛

通称国名 Oman 正式国名 オマーン国 Sultanate　of　Oman　（Sul　tana　　a1－Uman）

位置する地域＿＿ 中　　東 陥史 ．アラビア半島の東南部に位置する。　ポルトガルに．占領され、ペルシヤ湾＿＿．＿

一一　一
一一一←一

＿　一　←一一一一　～　　｝　　　　　　　’　　　　　一　　　　　　　’　　　・一　一　　一一一　一　　　　一

→←．一⌒“
一一

面　　積一＿’一 （km之） 　212，457－　　　一A－　　　　　｝　一→　　＿　　　　　　　一｝　　　一一　　　　　　一A－　　一

s－一一r
一

．貿易の拠点となったが、1749年ポルトガル人を追放・現在のサイド首長家が支配権を一＿＿

人　　口 （万人） 92

一一　参　　　　一　一　　　　　　　　’　　　　　一　　　　　　　『　　　一　　　一　　　一　　　　　．　一　一　　一　，一　　　　’

　　（／98／年） 握った。 19世紀末、 英国の保護下に入ったが、1960年代前半オマーン首長国として

一一一一一’『一一｝一一一 一⇒一一一A
一▼　　，　¶　一　　　一≡一　　’　　　　　　　　　　　一　　　　　，　　　一　…一 、←一　　一　　　←F　　　　－　，　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　一　　　一　　　　　▲　　A　　　　一

一

独立した。“ 伯こマスカヅト及びオーマンプー　　←　　　｝一　　’　＾　　’…一

…首＿．府＿＿
’

．」血5cat＿（マス友ツト）．

一輌一
←　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　｝　　　　　一　　“　　一一

＿通貨単位．
←→一一

　Rials　O皿ani1　’　　　　　　　≡A　　　甲一　一　　　　一　　　一’　　　←一　　　｝　　　　一　　一　一　　　，　　　一，一一→　　　　一　　一　｛　　　“　一（オマーン・　　　一　　一←　一一一一　　　　一　　　“　一
リアル）　一　一　一　一　　一　　　、ず　　　　　　　　　　輪　一　　　～

一一“÷サー一 一

一一一●一一憎⊇一～一一一一P－｝吟一←｝一一一｝
独立年月日 ／960代前半

一一＿←一一一≠一一〔一一 蓼一一一F 一一’←－舎一一令一’
一　　　　≡｝　　　　’　一〔　　一一　　　　“

）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　≡　　●◆　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　雫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1　　　一｝　　　一　一　　一

．独立以前＿＿
’一

英国の保謹下一〔　　一　　　　一・Ψ　　　　一　　一一　一

一≡一←一一｝一一一一
一

一A
一　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　’　　一　　　　　　　　　’　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　→　　　　　　　一　　一“鋸　一

一←＿一〉一≡ 一一一一一 一←’一一一一一一 　一｝一一A
一

政　　体一一

一

首長国
一 二

一

●　　　　　　　　　　D ● ●　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ■　　　　　　　　　　● ● ■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

一・ 橋大学牌済研究所
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通称国名

位置する地域

Pakistan

面　　積（km　2）

＿人一一＿口【万ノ㌧）＿

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

正式国名

アジア　ー　中南アジア

803，943

8，458

パキスタン．イスラム共和国

（／98／年　上

Islamabad（イスラマバード）

Isla皿ic　　Rel）ublic　of　　Pakistan

Rupee（ルピー）

／947年8月

英　領（英領インド）

連邦共和制

通称国名

陥史　　　　インドの西に接しL南はアラビア海｛こ臨む。．1858年以来、英領インド

　　として英国の植民地であった。　第2次大戦後、植民地解放の動きが高まり、1947年

　8月のインドの独立に伴い、イスラム教徒はヒンズー教徒と分離、パキスタンとして

　独立した。　1956年3月英連邦内の共和国となる。　その後印パ戦争によって、パキ

　　スタンの東部地区は1971年12月16日パキスタンから分離して「パングラデシュ」とし

て独立した。

Panama

位置亘る地域一＿．

面　　　　程竃　（km　2）

人　　口（万人）

薗　　一一府，

通貨単位

独立年月日

独立．以前　＿．＿　，

政　　休

正式国名

アメリカ　ー　中央アメリカ

　75，650

　／94　　　　　（！980年）

　Pana皿a（パナマ）

Balboa（バルボア）

　zgO3年∠Z月3戸
　スペインの支配下一→グラン・
．ユロンビア共和国のこ州

Rep1iblica　de　Panam5

共和国

陥史　　　　申米地峡南端に位し、中央部にパナマ運河がある。　1513年スペイン人バルボア

　が欧州人として初めてパナマ地峡を横断、太平洋岸に出た。　1821年スペインの支配から脱

　し、グラン・コロンビア共和国の一州となる。　1903年11月3日、パナマ運河建設を推進する

　米国の支援を受けて独立した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照：Colo血bia

・ 栖大学祥済研究所
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通称国名 Papua　New　Guinea

位置する地域

亘＿亙吋）4≦／t69／

．一人＿＿旦」刀ムこL

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

．308　　　　　1980年
　　　Moresby（ポート　モレスビー）

Kina（キナ）

政　　休

通称国名

／975年9月／6日

オーストラリアによる国連信託統治領

（参照：略史）

Paraguay 正式国名

　　　，オーろトラリアの北方、赤道の直南に位置レ、ニューギニア島東半分、

ビスマルク島、ブーゲンピル島など大小1万余の島々から成る。　アジア大陸から

の先住亘族がインド室シアを経てBC5世紀頃到達。　1与26年にポルトガル人が来航

「パプア」と命名。　1884年ドイツと英国の保護領となる。　1902年英領から豪州

に移管、第1次大戦で豪州がドイツ領を占領、1921年国際連盟信託領となる。

第2次大戦中日本軍が一部を占領。　1946年オーストラリアによる国連信託統治領

となり1973年自治権を獲得、1975年9月16日正式に独立した。

パラグアイ共和国 Rep｛iblica　del　Paraguay

＿位置する地域

面　　積（km之）

人　　口（万人）

　i’↑　　府

通貨Vl1位

独V1二年月日

」虫立以前＿＿＿＿一

政　　休

アメリカ 熱帯南アメリカ

406，752

．327．．｛／98！年）

Asuncion（アスンシオン）

Guaranie（グアラニ）

／8／／年5月24日

スペイン領

共和国

略史　＿＿童米犬塵のほぼ中塑ζ位置変ゑ。　16世紀逝半ス巡インAヵ杁底　．

　　1537年アスシオン市が建設されスペイン総督府が置かれた。　1810年独立を宣言、

　　翌1811年5月24日独立を達成した。

・ 橋ノく学“済研’ア，1所
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● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　・ ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

通称国名 Peru 正式国名　　　ペルー共和国 Rep伽ica　del　Per‘

位置する地域 ＿乞メ．リカ＿二＿熱帯南〔Zメ．リ．力
陥史　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　’　　　　　，　　一　甲w　｛　　　一一’　　一

．12世紀頃クスコを中心にインカ帝国が形成された。＿1533年ピサロが同帝国＿
一　　　一　　一一一　　一 一　　　一¶　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　→　一　　　一～　　　　　　　　｝’　　一　　　　　　　　　　　　　　〔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝一　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　一　A　　　　　←　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　＿

面　　積一一一｝一’｝一一一
（km2）～一　　一一　　　合一’〉

／，285，2／6－　　　一　　　＝　　　　一←　　　　　一　　　一一　　一　≡　一　　　一　一　　一　一一，

一　　〔　　　　　　　　　　　　　一■　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　｝　　　　　A　　　　　　　　　　　　一　一　一　　F　　　　　　　　　　　　→一

｝一一A－←一一
を滅ぽし・1944年スf～イン副王働こ1偏～～。　1821年・サンマルチンが侵攻し・7月28日＿＿

一人＿．口f万人L ノ多7．7－＆ ＿」し∠．98σ年一）　．
（独立記念日）独立を宣言。一　　　　　　　　　　　　　←　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　A　　　　　　　　　　　一一→ 　　　　　さらにボリーバルが1824年12月9日スペイン軍を撃破、一　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　，　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　咀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝　　A　　　－＿＿

首　　府

　一一←一一，一｝←
一　　　　一

Lima（リマ）｝A一一一’一一～A一一一一一一｝会～

÷一一一A－一’一一〔←
＿．．　．独立を達成しち

一　　’　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　胃一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　’　　　　　←　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　→　　一一一

通貨単位 So1　（ソル）
一r一一一一一一r－一一一

A－　　　　一　　　’　　　一　　，⇔一　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　r　　　　　　－一　一一一’　　←》　　　　　　一　　　一→　　　一⇒一　　　一　　　　　《　　　　　’一　　→　　一一　w　　、→’　　一一一一　〔　一　　▼ ，　　　一　　　　　　　　　．　　　　一　　　・　　　　　　｛　　≡’一　　，　　一一　　一　　　　　　　▼　　　一’｝　　　　　　　　　　≡　　　　←　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　一　　　一　　一｛　　F　←　　　　　A　　－　一　　一　　一一　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　一　一’　　一　　　　　　　一’　　÷｝　　一　　←一　A－　一

独立年月目 ／824年／2月9日
→一’“一←～－P－←一一一一一一一一 一一，一一←一一一一一一←一一《一一一一一≡“一 ｝←，一一一 ・一一，， 一’一一→一一独立以前 スペイン領

一’

←一一一

一

一、

政　　休 共和国
一’ 一一一一 一｝一一一

一　　　　　　　　　　←　　－　一　　　　一　　一　　　　←　←　’ 一一　　一一r－　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　一一 ～　　　　　　　　一　　　　，　　　　　　｝　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　～　　　　　　　　　　　一　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　一　　　一

一一一一一一　　≡　　　　一一 一，一　　　A←一　　　　一一一一一　・一一　　・ 一　一●　一一一　　　　　　　　　■A　　’　　　　　　一テ　　　　　　　　　　　　　　　←　　■　　～　一　A　　∋●　　一一 ，一一　●～’｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一　　　．　・　　　　　・劒　戸’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　一　　　　　　一　　一　　一”　　　←鍾　　　　　　～　’　　　←　　　一　　　　一　一一

通称国名 Philippines 正式国名 フィリピン共和国 Republic　of　the　PhiliPpines

位置する地域 アジア　ー 東南アジア 陥史 ．アジア大陸の東南方、東インド諸島の北端に散在する五〇〇g余の島々から成り、
一｝一一一｝｝一一一一一｝≡一’

一一　　　　　　“一一一　　　一　　一　　　　　　　一 →，1｝←←一一一一一←一一
一一　　⇒　　　　　　　　　　　　梧　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　W　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　一　一A　　　－　－　1　－一

面
　
　
積
一
r
　
一

（km之）

300，000 一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　｝一●｝艸〔　　　　　　　一一　　　“

一A－一一一一，A｝’一一一一一一’

ルソン島、ミンぎオ『t島など主登1｝昏空i総面積の96％を】『める。．．1521年三犬航≡亘一＿＿

人　　口 （万人） 4，953 （！98／年） マゼランが最初の西洋人として渡来。　その後レガスピの遠征隊によって、ほほ全島

一一一
一

一一一一
一 ，－1

薗　　府
Metro　Manila　　　　　　　（大マニラ）1975年11月
マニラ、ケソンなど首都圏4市13町村

を征服され、1571年から約300年間スペインの統治下にあった。　19世紀後半、民族革

通輿単位

統合、大マニラ市が発足

PesO．（ペソL
一

命運動が起き、 1898年6月12日革命軍をひきいるアギナルド将軍が独立を宣言した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一工

独立径月旦
一一『一一一

一ノタ．4．6．年7月4日
r－一一．一　一’甲

しかし、米西戦争の結果、米国に割譲され、1901年から約40年間米国の統治下に置か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舎

＿独立以前
一→，一≠

スペイン統治，　一一
　一→　米国統治←一　　一　　　　　一一　　　　〔一　　一　　一　　　　一　　　一　一　　　　　　　　　　｝ れた。 1935年自治権を持つ連邦政府が成立。　11年後の1946年7月4日に独立を認め

る事が約束されたが、太平洋戦争緒戦で米・フィリピン連合軍は日本軍に敗退し、日

本軍の占領下の1943年10月独立宣言をし、対目協力政権が作られた。　1944年10月米軍

政　　休 共和国 がレイテに上陸、 1945年7月フィリピン解放が宣言され、翌1946年7月4日ブイリピン共

●　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

．和国が発足した。
●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●

1喬大学帽κ研究｝‖i
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● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　・ ●　　　　　　　　　　　■ ■ ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　・ ●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　◆　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●

通称国名 Poland 正式国名 ポーランド人民共和国 polska　RzeczPospolita　　Ludowa

位置する地域 ヨーロッパ 一　束ヨーロツパ 陥史 ．＿東ドイツとソ連両甲の中間地帯に位置する。　9世紀には王国をなし・中世
’一一←　一∋　　＿　←一　　一一　一一一　　F　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　’　　　　　≡　一　　　　　　　⇒　　　一　　　　　　　　　　牛 一・一一㎡一づ’←←一参培一←一・ 一司1｝≒ 一一一｝Fテ 一¶一一〔一一一

面　積（km2） 3／2，677 後期は勢威を振ったが近世初期から衰え、三次にわたってドイツ、オーストリア、
一　　　　一　｝　　一　　　一　　　　一　　　　一←÷　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一一　｝　P　　　　　　A　　一 一　　　　　　　｝≡　　　　一　　　｝　　　　　一一　　　　　　　　　　一　　一 ，　　　’　　　一■　　’　　　　　一　　←　　　　一　　　一　　　　　　　’　　　　　　　　　　　1一　　一　　　一　一

一一ら’一←
＿　”●　　　　　＿　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

一　7t’←『　w’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一

．人＿」コー（万人）＿
3，590－　『　　　　　　憎　　一一一　　噌一一一一一一

＿」二z」7．8∠年．）
、一

　ロシア3国に分割された6一一鯵▲’ 1815年ロシア領に編入、1830年、1836年の戦乱の後、　　　　　　　　一

首　　府 Warszawa，Warsaw （ワルシヤワ）
1919年独立した。 1939年第2次大戦当初ドイツ軍が侵入、全土を掌握、ソ連軍も分割

←－F一’←一一一’一～｝
一一　　　　　　　輪　　　　　　　，　　　　　　　　　　一

通貨単位 Polish　Zloty （ズロチ） 占領した。 1945年ソ連軍により解放され独立を回復、ソ連を中心とする社会主義陣営
一一一一一一

＿一　一●　　　　　錫’　　　　　　　w　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　一　　　　一　一’一　　　一　　一　　　　　　　　　　“A　　’　←　　　　　　一　　一一←　　一 ⇒＿＿　～　　　　　＿　　＿　　　　一　＿，＿　一　　　　　　　　　　　　　　　＿一＿＿＿＿＿＿　一　　　　　　　＿＿一・＿づ＿＿一　＿一
～一宇　　一一　会一一一一　　一　　　　　　｝一←一一　＿　←　一，　　一　　　≡A　　　　　　　←　一一 一一一　　　　　　　　一一一　　←　　　一　一 一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　一一一　．　一　一一一一

独立年月日 参照： 略　史
諸国と密接な関係にある。

一一一，1⇒一一 『一一一参←一一一一← ’一　一 一一≒→一一← ←｝一一一一独立以前

　　一｝
政　　体

　　一≡
人民共和国

一一

一 一　　一　”　　←　　　一　　～　一ペ　　ー　←．　　　一　　　　　一　　　≡　　　一　一　　　　　一　　一　　　一　　　　　　一　　　一　　　｝　　　　　　　　　　　　　　一一　　〔一　　　＿　　　　◆　　　　　　　　　　　　一　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　’唖　　会　　　　一　　←　’　　　　　　～　　　　　一　　　　　　　　，　　　　　　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｝　　＿　　　　町　　　一　　　一＿々　’一　＿一一＿

’　●一一甲一　一一一一一一，一一一一’一
≡A　－　　一　　　　　　　一一一　⇒　　一←　　　　←一“　　一

一≡一←一一一
≒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　一　　　　’一 一　　一　　　●一一　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　一

一一一一一一一一尋●　　一 一　　　一一一一・’一’一　　’◎　　㎝一一一一一一　　げ一一 →　　　．　　　　　　一，　　　←　　一　一　　　　吟　←　　　　　　　　” A　　．，→　　一　一一　　一　　一一 一一　　　　　　　　　⇔　　　・　　●　　　　　　　　　■　⇒一←　・　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼　→　　　　一｝　’

　　　　　　　　一
一　　　　　　　　“　⇒　　一　　．　、　　一　　一　　一　　　　一　、・｛　　　　一　〉　　　一一一一一

通称国名　　　Portu a1 正式国名 ポルトガル共和国 ReP血blica　　Portuguesa

．位置する地域 ヨーロッパ 一　南ヨーロツパ ll脩史　　　　　，＿　　　　一　　、　∨　　　　一　　＿　　　一　　　　＿　　　　＿　7＿　　　　　～　←　　＿　　，　　、　　r欧州大陸の西南部イベリア半島の西端を占め、大西洋上のアゾレス、マディラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一一r一ゲーr－一’一

A－一一A－9
→　　　一一一　一　一　　　　　⌒　　　　　一←　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一

一’一一一一
“　　　　　　　一　　一一　　　一　　　1，一　　　一　　　　　　　　　r　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　一　　　　　一　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　＿　　　　一　　　一一

面　積（km匂 92，082
両諸島も含む。 植民地として中国南部のマカオを持つ。　1139年王国を樹立。

一一　一　一　一　　　　　　一　　　曽　一一 一一一一　　　　一　　　　｝一一　　≡一　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　←一　　　　←一　　　　　’→ ＿　　　｝　←一　㎡一　一唱　，　一→　　≡　一　　　　　　一　←　A　　－，　一　　一　　　一　　　一　　　　　　｛　　　　　一｝　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　←　一　　　一　←　　　　　　←　　　〉　　　　　．　　～　　輌　　　　　　’→÷　’　　一　　　　’　　　　1　　　｝一　　　一一｝一　←吟一　　　一一　一　　　　’　　　一　　一　一一　　　　　イ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　＿　　　　　←　　　　　　　　　一一＿一｝　一＿　　一　　＿＿　→　　←一≡一　　一一　　　　一←　　　　一一

人　　口（万人） 993 （／980年） 14世紀末スペインを破り、英国と同盟、15～16世紀にかけて海洋王国として雄飛。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一●〔一一

首　　府 Lisbon，Lisboa （リスボン）

　　　←一一　　一　一一一　“一一一一　一一一・r－←　・一～一一一，一一一　一一〔　一　一　一・　”　一一　　　一　一r　－　一一　　一一一一’　一一一

その後内政の乱れから国運が衰退、19世紀末最大の植民地のブラジルが独立した。
一一｝一一

一　一　　一　一　　　A　　　≠　　　　一　■一一一←　　　　　　叩←　一 一　　　　　　　　⌒　一　一∨一一一　　一一 ←一＿一｝　　　一⇔一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　A　　〔　　　　一　　　　　一 ～　　　　　　　　　　　　吟　　　】　｝　　　一　　　一　　　　　　A　　一　雫一’≡　　・一←　　一　　←　　　’　一　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　’　　　べ　　　可●　　　　　一　　　←　　　　一　　　　一　　　一　　　　　　　÷　　一一　　　　｝一一一一’＝　一←　　一◆一一　｝　　　　　　　　　〔　　一

．通貨単位＿＿＿＿ 」込皿旦住スクード〉
”一←｛一一｝

←一　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　噺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　一

1901年の革命で共和国ζな亘2ζが、1933年新憲法を実施レて∫組合国家」ζレく全体＿＿＿
一 一←　　　㎜　ぺ≡一一一一　　　←｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　r　A　　　一一　　一

独立年月日．＿．
ウー一・←一一一←一 一一一一， ←一吟一

世界最後の植民地帝国と呼ばれ、アフリカ植民地に対す　　　＿一一A’，A－s－一一一

．独立以前＿　　＿
…　　⌒　　　　一　≒　一　　　　　　　”｝一　　　一　　一　　　　　　　　　一　　　　　一1　　一　　一　　←　一　　一一A　　　　一

←⊇←一一

一一一

る弾圧政策は国際的な非難を浴びたが、1974年軍部運動が無血クーデターに成功、40年　　　　　　　　　　P　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　一　　　一’一”≡師　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　←　　一一｝　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　一←一　　　　一一

以上続いた独裁政治に終止符を打った。
一’一一’ 一一一⇒▼一，一☆一一一 ｝A｝一一A一

＿　　　　　　一　　　　　　　A－　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　一　　　⇒　　　　一　　　旨一A 吟　　　　　　　　　　　＿　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　－　　　一　　一，　　　　，　　　　　一一

一一一一一一

政　　休 共和国

一’一一一
一

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　■ ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　・　　　　　　　　　●

・ 栖大学杯済研兜所
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● ●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　　■ ■ ●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　・　　　　　　　　，　　　　　　　　．　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　・

通称国名 Puerto Rico 正式国名 プエルトリコ（米自治領） Co血monwealth　　of　Puerto　Rico

位置する地域 アメリカ　ー カリブ海 略史　　　　　　　　→卜一一コロンブスが1493年来島、その後スペイン領になり、米スペイン戦争の結果
→　“　　　一一　　一　　　一一　　　　一 一　　　　　　　’　　　　　　　　　　　一 一一一一一　　　r　　　■w　　←　一　一≡　　一　　　一　一一●一　｝　　　’　一一　　一　一　蛭　　一　　←　　　｛　　　　　　～　　　－　　　F∋ 一一”一 ～．

面　　積
（km　2）

8，897 1898年米国領となる。 1952年7月の憲法により米国の自由連合州として内政自治権を
《’一A－一一→ ≡　　　一　一←一　　　　　’A　－　　一 “　　　一　　　　　　一一　　　　一　←　　←　　　一　∨　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　PA 一一〉一一一．、一

←　　　一 一一

一人．．＿工L（万人L
＿ 3る8 ＿＿しん981年 ）　一

獲得した。

首　　府 San　Jlla11 （サンフアン）

，一一一　一一 一一
，　　　　　　一　　一’　　　　　　　　へ一〕　　　　　　一　　　一　　　　　一←　　テ　　←　　　　’　　　　　〔・

’～　丙
一 ，

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A－一通
貨
単
位
一
一
一 US　dollar

（米ドル）　　r　　　w一　　　　　　　一A　　－÷一　≡一

一，一　　←　　一　一　一　一　　　一≡　一一　　　←　　　　←一 ， 一一P　　吟一　　　　｝一　　一　’←一’ 一　一一　一　　一’　　→一　　　　一一　　一一　　　　　〔一一　A　　・　　｝　　　　　　一　　　　　　　　　　　一 →　　≒　一　　φ　　　’一　一　　，　　⌒　　　　　，甲　　　　　　　　｛　　■　一一　　　　　　】一一←　一一　　一　　　一　　　　一一　　　　〔　　　　　一　　　　　一　　　一一　←　　一　、　　一　一←一’一　　　　　一　　　　　　　〉　　　　－1－　　　　一　　　　＿一　　一ベー　　　　　　　　　　　　　　一一　　㎏　　　　　　←　　＿　　　　＿　　　一　　　一　　一　　“　　＿＿　＿一一＿　　｝＿

独立年月日 参　照： 略　史
一　　　　A←　　一　一　　　　　　一一　　　　　　　　　　←　　　　’　　　一一＿一一一一　　一　　　一一　一一　　’ ≡一一’　　｝　一｝一　一一　　　　　一←　一　　一　　　　　一一　　　｛　　　一　　吟一　　A　　　　　一　テ　　　　ー　一　　　　←　　一←　　　　一　一　　　　一≡　　一一　　　　一　　　　　一　　一一’一一　　　　　A　　　w 一　　　　　　　　　　　1　－　　　A一　　　　　　一　　　　　一　　，　　　　㎜　　　一　　　　　←　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　｝　　　A　　　　　　　　　　　一 〕　　一　　一　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔－　　　　　　　　　　　　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　←’　　　　　　　　＿一　　＿‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　＿　　　　←　　　　　　　　　　　　　　一≡　A　　一　　　　　　　　　〔　　　　　　　　’　　　　　　　●　　　＿

独立以前

←

政　　休

一

　一

米国自治領
一一一一一，｝⇒’一一▲ つ，｝一ラ1→← 一　一一一　一　・　｛　　一　～　　　　　　　一　　，一　←　　　一一　　→　　　　一÷　　　．　…　　　÷　　　一　一　　一一　　　　　　　　　、　　　　　　1　　　　　　　　－　w　　　　へ　　　　一　　一　　一

ピ・一
A　　　　　　　’〔　　　，　　　　　　　　　　　“　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　一　～　　一　　　　”　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　⇒　　　一　　　　　　　　鍾　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　←　　　　＿　＿～

一←一一一一一　　　一一 一一一■｝　一■一～一　一　　プ“一　細 一　　　、　　　　　　　●A　　　㊤　　s→　　　　　　　　　　　　　←　　・ ∨　±　　，　　壺　　一　一一　，　　’一一 一　　一　　＝一　　　　←　　一　　　　“　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一」　　●　　一　　　　　　析 “　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≒　　　　　　←　　一，　，　　　、≡一　～＾，－　r■〔“■一一一

通称国名 Qatar 正式国名 カタール国 State　　of　Qatar　（1）awla　a1－　Qatar）

位置する地域 中　　東 陥史 ，．アラ．ビア半島のペルシヤ湾側に位置する輪」760年代に首長国が成立した。
《 ｝一一｝一一一一A●一一一一一←r’一A－一、 “ ｝　　　　　　⇒　　～　．　　一　　　　一…　　一　一一　　　一←　　←　　｝∈　　　一　　　　　　　　一　　　“　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　一　一　　　　　　　　　　一一　　一＿　　一一一＿一＿

面　　積
（km　2）

1／，000
1871年オスマン・一一一　一｝　　　　，　一　≡　｝　　一　一　　　　　　　一｝一　←　　一一一　　　ρ⇒　〔　　，一NL三睦姪。込盛旦旦旦≡旦・上）と三庭Kよつて独立、

←一一一→一｝一一一r－’一一一一一

人　　口 （万人） 25 （／98／年） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊨英国と保護条約を締結、その勢力下にあったが、ペルシヤ湾岸からの英軍撤退で、　　　　　　　　　｝　　　　　’　一　　　　〉　　　一　一一一　　　一　　←　一　　　　　　　一一　　一一一一一　一A　　　　－　　　　　　　　一一一　　一　　s　　　一　　一　　　　一　　　　　⇒｝　　　一≡　　　　　　　←　　　　　←　　　　　　　　ひ　一一　　　　一　一　　一一≡A－　　　r　　　　　　←　一　一一　　一　　　一　　　　r一一　一←，＿　　一’　　，　一　　＿　　＿一A　　＿一一＿

｝ 一一一一一一輪

首　　府 Doha（ドーハ）

1971年9月1日英国との保護関係を断ち切って完全独立を宣言した。　　　　　　　－　　r－　　　　　　　　　　’・一←一　　’｝　　　　　　　　　　・　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　◆一　　一　　一　一一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　・　　一　　　　一　　　1　｝　　　　　　　　　　　s　　　　　　　一　　　　　　一　　　　→　－　　　　　F　　－　　　　　　一　一　　　　一　一　　一　　　　　　　一　　　　一　　r｝　　　　　一　　　　＿　　一一　　一　　　　　r　　　　　　＿　＿一一　　＿一

一 一～一 析“〔一一←一，一｝’｝ 一＿‥s－←e－一～≡

通貨単位一“一一一｝

R1坦LG辿セルL＿＿．＿．．＿＿＿
齢 ｝一”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　　　　　　一　　⇒　　一　｝　　　〕　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　　　　　　　　　　　　　一　　　’　　一　　一　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　｝　　　　　　P　　　　　　　←　　　÷　　　一　　　　　　　　　’　　　A　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　P　　一　一品一　　一一一一　＿　＿

独立年月日サー’一一

1971年9月！日（独立宣言）
＿｝　　　　一　、　　　　　’一

＿　　　　一　　　　　　一　　　一　　　　〉●　　　　　　　一　　’一　一　　　　一　一　P　　　　　　　　　　　－＼　　　　　　　　　　　　　　　　”　　，　　　←　　　一一

　　　　　　A－一一一一一｝一’一 一’一一一一一，一　一一→一一一｛一卓ピー・叫←＿一一A’一 一 ←，一⌒一一一’
一　　｝一　　一　一一　一

＿独立以盲iL＿＿一
一

　英国の保護下一一　　一’　　　　←吟　　　〔　一　一←一　　一≒一　　　，一　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝一一一一　　“　　　÷－　1　　，

一’∨一一一一一一一
一　　　　　　　　“一　“　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　サ　｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　　　　　A　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　←　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝　　一　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　《　　　｛一　　　　　　一　〔　　　　　”　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一一　一　一一’　　　　　　　一　　一一

一≡一｝一一’一一｝一一一←一
一←一一一吉一｝一 一一一 一一用“ ≡A一一一

一，A一

政　　休 サー二（T㎜1）家一族による世襲

君主制の首長国
●　　　　　　　　　　　● ● ■　　　　　　　　　　○ ○　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　θ　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

・ 幡大学将済Ill醜所
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通称国名 R6union

位置する地域

面　　積（km　2）

．人一．．」コ＿〈万人）一．

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　休

通称国名

正式国名 レユニオン（仏海外県） R6union

一．Z71旦力．＿＝＿＿東呈フ旦力

2，5／0

．49・9　　　　（／979年

Saint－Denis（サンドニ）

Romall　i　a 正式国名

マダガスカル島東方のインド洋上の島。

ルーマニア社会主義共和国 Rep皿blica　　Socialist菖　　Ro血亘nia

．位隠する地域．

．而L斑」k亘z）．

人　　口（万人）

首　　府

jj旦貨単位

独立年月日．

一独立以前．＿

政　　休

一戸＝ロヅパニ，東ヲーロツパ

237，500
≡口7＿，！／980年）

Bucharest，Bucuresti（ブカレスト）

Leu（t！ウ1　複数　Lci）

社会主義共和国

．」堕里＿　　　欧州東南部の黒海西岸にある。．、先住民はトラキア系ダキア人で、2世紀初め＿

　．＿亘一マ帝国の屡坦になった。．第1次大戦の結果ふべ、ッサラピア、トランシルパニァ、＿

　　　ブコビナなどの地域を得て大ルーマニア王国が誕生。　1938年2月の憲法改正でプアッ

　　　ショ的幽家への再編を実施。　1940年ベツサラビア、北部プコピナをソ連に、トランシ

　　　ルバニアの5分の2をハンガリーに割誕した。　このため国内不満が起こり、カロル2世は

　　　退位、政治の実権はナチス・ドイツと結ぶアントネスク将軍が握った。　1940年11月

　　　日独伊枢軸同盟に加わり、1941年対ソ戦に参戦した。　1944年8月23日共産党を中心と

　　　した人民決起があり、10月25日アントネスク政権が打倒された。　1945年3月グローザ

　　　を首班とする民族民主戦線政府が成立し、土地改革、主要企業の国有化を断行した。

　　　1947年12月王政を廃し、人民共和国を宣言した。

・ 幡大学締済研究所
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● ■　　　　　　　　　　　・ ●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　■ ・　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　◆　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●

通称国名 Rwallda 正式国名 ルワンダ共和国 Republic　　of　Rwanda　（Rεpub　l　i　que　　Rwandai　se）

位置する地域 アフリカ 一 束アフリカ 陥史
北にウガンダ、東にタンザニア、南にブルンジ、西にザイールの4国に囲まれ　　　　　＿．〉

一　一　　　一一　　　　　　　一一一　一一　　　　　一　A－　　　　　一　　一　　一　　　一輪＝＿　　　一 一一 一一一　　●　　　　　一　　←一　　｛　　’　　　　一巨　　　一　　一一一　　～　一　　一 ’ ｝　．　　⊆　　　　一》　　　　　　＿一　一　　一一一1－　一→　　一一r ←

　　　　　　　　　　　　　　　　　≡一一
面　　積

（km　2）

26，338 た高原国。 ルワンダとブルンジは元来2つの王国であったが、1885年ドイツ領東アフ
一べ一一’一●一◆一一『一　一 一≡｝

一一一　　　　一一≡　　　　　←＿一一　　一　r　　　　→｝　一　　＿　一　　　”　一　　　一一　　　　一・　　　　　一 一一一一， ←一｝一＿一パ
ら“　←　　　　　　　　　　　’　→一　　一　　一

一一＝

←一A　　　　　　　　　　　　　　　－－r
＿人．＿口．（万AL

　
5
！
！
『
↑
一 上∠2旦z互」＿

一一｝一一

リカに併合された。　一　　　　　　　→一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　　　一　一　　一　　“　一一　，一　　　〉　　＝一

第1次大戦後ベルギーの委任統治領、1946年信託統治領となった。
　’÷　・一　　・　　　　　　　　＾　一　　　㌻　　　　　　　　　　　←　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　一　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　舗　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　＿　｛＿＿

首　　府 Kigali（キガリ） 1961年9月国民投票で王制廃止が決定、1962年7月1日独立した。
’一 ｝　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛一一　　　一　一　一一一　　｝｝　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’｛　　　　←　　一　　一一r－　一　　　一一　　　＿　　　　　　　　　　’　　　　一　　　一一　　　　＿一　＿

通貨単位 Franc（フラン）
、

一 一・一｝ 一　　　　　　一　一一一　　一　　　一　一　　一一一一　←　　　　　一　　　≡　　一　　　一　　一一　一‥一　『一　　一　一　　｝　｝｝　　一～　　一　　　一一

独立年月日 ／962年7月／日
一←≡一 一＿→’ 　一　　一　　　一　～≡一　一←　　一←　一一　　　　一一一　　　　　r＿＿　　± ㍉一＾　一　一　　　　一　　＾　　『｛　》　一　　一　　＾　　一　一 “　　　　一　一　　　　　　　一一一　　　一一　一　’

一一A－一一一
一一　　　　　　　　　　一　　　’　　　一≡　　”　　一一← ＾一　　　　一　　　ヂ　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←’≡　　　〉　＾　　一　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　｝　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　》　　　　　　一　　　　←一　一　　　＾一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一一　＿＿一≡

独立以前 ドイツ領 →　ベルギー領

政　　休 共和国
一　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　一　　一　　　　　　　一　　　　’　　　一　＝　　　一　　　　一　←

一一一〕｝輪ペー 一一一一　 一 一　　一　　　　　　　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　1　　　　　　　　～　　　　　　　　一　　　　一　＿　＿

一一一＿一一　　　＿一 ｝～一’　一～一　　一　　一一一　一一　　一一・　一一　　”｝ ●　　・　●　一　　　＝・　，⇒　　　　　－　　　w←　　　　　ペ　　　　　　　　　　　　　ー ●←s－　　　　●・　一一 一　一　　A－　　　　一　　　　　　、　　　　一 ・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒
●●　’“・　■　　4●　　　　　　●　、　　”■一ピ■・　’　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　　　　　　　，　　一　←　　　　一一一．一　，　－　　　　≡　　一　　づ一　“★　一一　　～　・　一

通称国名 St． Lucia 正式国名 セントルシア Saint　Lucia

位置する地域 アメリカ　ー カリブ海 陥史 ．カリブ海小アンチル列島｛ζ合まれるウインドワード諸壁白部の島国。
→→｝≡　　　　　　一一一一　　，　一　　一一　　　　　一　　一　　　　　一 一　　　，　　　　　　→〔　　一一　＿　　　　　　祈　P1 ＝一　　　一　　＿一　　’　一一一一　　一　　一　　一A　－　　一　一■　　　一一　一　’一 一　’一≡　“　　　一一　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　←『一　　　A　－　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　〕A　　　←一　　　　　一〕　　一　‘A，　　　　　＾s⇒　　　　’　　　　　　　→　　　一一　　一　　　　　　’一・　　　　　、　　　－　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一～　　　　　　～一　　　　　　　　一～｝一一　一　　　一＿＿

面　　積 （km2） 6／6 1502年コロンブスが発見。 17世紀前半から英国人による植民が始まり、
一一一｝一←〔｝一≡－

一　　一　1　　　　　　　　　　－　＿　　ピ 一　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一⇒ρ ｝　　　　●　　　＿一一＿　　　　　　　　一　　一　　　⌒　　　　　　　｝一　　一　　　←　　、

→一”←一▼ 一一’・一一吟，～
一　甲　　　　　　　　　　一　　　　’　　　　　　　　　　　　｛　　　一、　　　　A　　　　　一 ÷A“　　→　一　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　1　　・　一　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　一　　　　　　　　　㊨　　　　　　　　　　　　　　→　　　≡　　　　　　　　　　一　　　⇒→　　　　　　　　〔　　　輪一，　・　　一丙　　1　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一＿　　一≡　　　一一一　　＿　’≡＿一　　　　一一

人　　口 （万人） ／2 （／980年） 1814年英国領となる。 1967年3月内政自治権を獲得、1979年2月22日
一一1→←一‥←～一一｝⇔一

一一　　一　　　　一『一　　一…　　　　¶　　　〉←　　　’　　｝　　　　　　　一　　　　　鯵　　　　　一　　’一一　一　　　　　一　　　　　÷　　〆一　　　　、　　　　　一　　　　一　　　　　一

～▼ →一≡魂一一 一 　 甲　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　、　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一⌒　　　　　　　　　｝一’　一一

首　　府 Castries （カストリーズ）
正式に独立した。

→一　一　　　　　　　　　　　｝→一　一一　　　一　　　一｝　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　A ，　　一　　一　　　一　　一一　　一一＿　　＿一　　　一　　　← ●　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　，　　　　　　　　　　一r

“一’
　 一一一一

●　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　A　←　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　　　　　　＿

．通璽壁位．．
一一一早A－’

．Eq＿血』1aエ…（東カーリ．ブー，一ドルL．＿一
一 一⌒一 一一→一一

▲　　←　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　　　　一　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　→　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　←　　一　ヂ　　　　’　　　＿

独立年月日 ／979年2月22日
｝一噌一一一一一一一’一一， 1→一｝一 一一　　一　　　　　　　一　　　　　’一＝　　r　　－一＿　　一一　一 一　　“一　　一＿　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祈　｛　　　　　　　　早一

一〔
一　　　　　一　　　←　　一 一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　→　　　≠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　｝　　　－　　　rF　　≠　　～＿

」虫立以鳶L
｝一　一”一一

＿英国領＿＿＿＿＿
‥一一一一P ｝A－一一 一一“一～← 一

一←　　　　〕　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　｝　　　　　　　　←　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　　　一　　一一　　　一　　一一　　　　　一　　＿

A－『一一←｝一一一一，一一一←－F→一＿’ 一一一A一一一r－一一　一
一　　　　〔　　　　　Aペ　　ー号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝

一

一一一一，P－r
一 一

←一
一一

政　　休 英連邦加盟の立権君主制
一一　一 ←一一一 ÷一》’一

一 一

■　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●

’ 嘱大学経済研究所
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通称国名 St・　Vincent

位置する地域

面積o《m2）

人　　口（万人）

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

j政　　休

通称国名

アメリカ

正式国名

カリブ海

389

∠2＿＿＿＿＿（．ゐ980年

Kingstown（キングスタウン）

EC　dollar（東カリブ　ドル）

／979年／0月27日

英　領

英連邦加盟の立憲君主国

セントビンセント・グレナデイー、　St．　Vincent　and　the　Grenadines

Samoa

位置する地域＿

面　　積（km之）

人　　口（万人）

　首　　府

通貨単位

独立年月目

．」虫立以前．＿＿…．

政　　休

正式国名

　　　　　　　　ポリネシア及び
オセア三ア＿＝一．＿ミ．クロネシア．

／97

3　　　　　　（／980年）
一…一’一 　…一←←…一｛　（ツツイラ島｛05－←

Pago　　Pago　（Tutuila）　ノ¶ンゴ　　ノ¶ンゴ）

US　　Doユlar　（米＿ド」レ）．　一＿＿＿一～＿＿一　．．

　　　　カリブ海の小アンチル列島のウィンドワード諸島に位置し、セントビンセント島

と　南方のグレナディーン諸島から成る。　18世紀より英国領で、1967年内政自治権を獲

得。　1979年英国議会が独立法案を可決、同年10月27日独立した。

陥史　　＿南太平洋のサ壬ア諸島のうち西経171度以東の火山島とサンゴ礁群。

　　　1722年にオランダ人が初めて渡来。　1899年、英米独3国協定で米領となり、

　　　1951年まで米海軍が管轄。　その後、文官統治となる。　1976年9月、知事

　　　を住民投票で選ぶことになった。

　　．＿，　＿．＿＿．　＿＿＿．一　　　　一参照：We§▲e垣．§am⑫

・ 橘大学柱済研兜所
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通称国名 San　Marino 正式国名 巨シマ亘和国’ Repubblica　di　San　Marino

位置する地域

面　　積（km　2）

刀伍口…

府
一

人
一
首

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

ヨーロツパ　ー　南ヨーロツパ

6／

．2＿＿＿＿＿＿」．Z」2．」夕0年．」．－

　San　Marino（サンマリノ）

Italia皿Lira（イタリア　リラ）

共和国

陥史　　．中部イ窒リアにある小さな共和国。－4世紀初め、ロ三マ皇帝の弾圧からのが

　　れたキリスト教徒が建国した。　19世紀イタリア統一運動の際義勇軍を派遣。

　　1861年以来、米国、イタリアと友好関係を結んでいるが、実際にはイタリア

　　の保護国に近い。

通称国名
Saβr瑠↑peand

正式国名 サントメ・プリンシペ民主共和国

位置する地域

面　　積（km　2）

人　　口（万人）

アフリカ 中部アフリカ

964
9　　　　　（／98／年）

＿首一＿府一＿＿．＿

一通貨単位　　＿＿　－Dobra（ドブラ）

独立年月日

」虫立以前＿＿＿＿＿

政　　体

Sao　Tome（サントメ）

／975年7月2／日

ポルトガル領

共和国

陥史

i発mOcr5tic　　RepUblic　Of　　§a6　　TD皿e’　a五d　PrinCiD6…’

Re　丘blica　　Democr‘tica　　de　S言b　To皿e　　e　　Pri型迦e

4つの小島からなる。

解放委員会（CLSTP）が結成され独立運動が本格化した。

西呈7リ迦のギ三ア測こあ亘火叫壁㌧旦≧上ぶプ旦≧シペ両島ζ固辺旦＿＿

　　　　　　　U70年ポルトガル人が発見した。　1960年サントメ・プリンシペ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1972年サントメ・プリンシペ

解放運動一（MLSTP）タ改弥。．1974年9月黒人部隊が反政府活動鎮圧を拒否して反乱、独

立運動は最高潮に達し、，同年11月26日ポルトガルは独立を認め、皿STPは暫定政府を樹立、

翌1975年7月12日正式に独立した。

・ 幡大学秤済研究所
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通称国名 Saudi　Arabia 正式国名 サウジアラビア王国 Kingdom　of　　Saudi　Arabia　（a1－Mamlakat　al－Arabiyat
aL　s、こdiya』

位置する地域

面積（km　2）

」人，＿旦＿（万人L

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

申　　東

2，／49，690

＿8．．呈互＿＿＿＿」⊥9．80年．L

　Riyadh（リヤド）

陥史　　　＿広大なZラピア半島の5分の41を領有する。．1902年サウード家のアプドル三アジ丞＿

＿　2世（イブン・サウド王）がリャドを中心に近隣諸部族を平定、1926年「ヘジヤズ、ネジド1＿

　　及びその属領の王」となり、翌27年英国との条約で独立を達成、1932年サウジアラビアと

　　国名を改めた。1938年油田を発見。

Riya1　（リヤ）レ）

1927年

　参　照：　略　史

君主国（世襲制）

一一一㊨　　　一　一 一｝一一一｝　一、r　　，一　　鴨　　つ　　　　　　’　　一　　　　　　→一　合一一一　　　　■　●　　　●一　｛　’　　　　　一 ≡　　　　　｛　　←　←－　－ ｝一ぷ　一　一一　　Aq｛一、　　・　、　一　一　一　、・　　　　　← ∀　～　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●■、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　「　　一　　　　　　　　　　一　　　“　　　　一

通称国名 Senega1　　　　　正式国名 セネガル共和国 R（∫publique　du　S6n6ga1
’

位置する地域 アフリカ＿二．」酉アフリカー＿、一 陥史 ．アフリカ大陸の西端に位置する。　1895年の仏領西アプリ力連邦形成と共
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲一　吟一’　　一　　　　　，　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　一　一一 一　　　一　　｝一一　’　一　一一　　『一　■ 【1’

∈　輪一　　　一　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

面　　積（km之）　　　　　　≡←＝一ρ ／96，722　　　　　　　　　　　→　　　　　～　　　　一⇒

｝一’一〉一

首聖≡2セ】アフリ力硫沿□’心地となった・1958年9月の仏第5共和制国民
一一　　　　　　一　　　　　＿　　　　一　　　　　　一　一　　　・ 一　　　一一一一　＝∨　・　一　　　　～一　　　一　　一一　一　　　｝　　←　　・　一一一　　　　　　　一←　　　←　　　　　　一 一’一一一一

人　　口（万人） 566　　　　（／980年 ） 票で11月25日仏共同体内の共和国となった。　1959年4月、マリとマリ連邦を結成、
“一　 一一一一●，一一

一

首　　府　　一
Dakar（ダカール）　　　　　一 1960年6月20日独立したが、間もなく同連邦は崩壊したため8月20日改めてセネガル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

通貨単位 Franc（フラン） 共和国として独立した。

」虫立年月目．．一． ＿乙タ6ρ生ε旦zo日一＿＿
一P →

一．独立以前． 仏　　領
＿　　　　　　　一　　　　　　　　　　　＿　　∈　　　　F≡＿　，－　　1一　　　一　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　←　　　　“　　一▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　一　　　　　　　　　一　　一　　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　｝　　　　　　　　　一　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←一一　一　　　　　←　←，　一一　　　　一　　A　　　－一一一＿　一一　庁　　　　　一　　　　■一　A　　－　　　　　　　　　≡　　　　“’　　一

一一　，売

一一 一←一〔｝

政　　体 共和国

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　φ ■　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　．　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　・

・ 1酋大学経済研究所



70

　■

通称国名 s⑭10’1醐邑L竺三ル蜘国’　
　●　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

Republic　　of　S切7chelles

アフリカ　ー　東アフリカ 陥史　位置する地域一一一一一一一一一一一一一一一一

　
面
　
　
積
（
k
m
　
2
）
一

一　　“〉⇔“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　一A　　－　　　　一　　　一　　一　一一　　＿一一…一　　　　一　　　一　　一　一

278　　　　　　　　－　　　一　　一　　　　一”　　AA－一　　一→一　←　　　　　一　　　　　　一，　　一　　　　｝　　一一　　｝　　一　←　←一　　　一｛一

＿人＿」コ＿｛万ソSL 」≦⊥」一　　　　（／98／年．上．＿

＿＿Cl植民地であった。

　　独立した。一　｝　　≡　　　’　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　甲　　　一一　　一　一一一　　一’｝　　一　　　　一　　一　　　一　　一　　　　　　一

〔一一一一→　A－〔　　一　　　　　　　　　　一　｝　　　　一　　　’　A　　≡　1－　｝　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　・　　　　　　→A｝　　　一　　A　　－F　　　　－　　　　　一　　”〔　　　　　　　一一　　　　一　　一　　祈　　　　一

．＿タン坦三アΣケニZ璽東方インド洋上の92の島から成る。．1740年代はフランろ＿

　　＿＿…＿＿□14圧碧国領となり・1975年10月自浄政府麹成立・翌lg76年6月□旦＿

　　　　　　　　一　　一　　一　　～　　一　　　　　　　　　　一一　’“－　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　←　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　　　　勢　　→　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　＿＿　一

　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　‘　＿　　　　　　　　　←　　　　　＿＿　　　　　　　　｛　　＿　＿＿

首　　府 Victoria（ビクトリア）

｝一一

通貨単位

　　　　　　　　　　r←　　　　　一　　　一　　　　　、　　　　　一→　　一　　一一一一一一一A　　　一べ一｝季

Rupee（ルピー）

独立年月日 ／976年6月28日

’一　　　　←　一　一　”A－　　一…　　　｛　　　　一　　　一一　　’　　　　　　　　　　一一　　　　　’一　　　　　　一　　　　　　〔　　“　　　一一｝←　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　，　　　一　　　～　　　　〉，　一←一　　　一　　　　　一　　　　　÷一一　　　　　㎡一一∋　　　　　　　　　一テ｝　　　一｝　　　　一　　　一　一　　一　　一一一一一　　一　｝　＿

　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　、　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　“

F『一一←

独立以前

政　　休　　“一～一一｛一

　　　　　　　　　一一一一PA

　　　　－　一　　一一　　　　　　A　　　　　－一A一一←　　－　　　P　－　一　　∨一　　一　　　←　　　　　　　　　　　　　一　　　　、　　一’　　　一　　一　一一　　　　　　一“一

仏　領　→　英　領

英連邦加盟の共和国　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　7　　←　一　　　　　一　　一∋一　　〔“一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

←　　←　－　　r　　　　　　　　　－　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　一｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　←一　　　一　　　　　一　　　　一　A　　　　－一　　＿
一　　　　　一　　　　　　　　一一　　　一　一一一　　　　＿r　　－

　　　一

　　　一←、　　　一

通称国名

一一一｝一一←一一一一一　一●一　一　　　A　⇔　　　　　　一　　一　一一一一　一⇔　→←　　一　　　　’　　　　　　　　　　　〔　　一　　　　　　　　　　　　一⇒　　一・一，一、＾－

Sierra　Leone　　正式国名　　　シエ｝レオ

←一一　　　　’　　　　　　　　　　　　一　　　　・　㊨　　　】　　　●　一　　　　｝一　　　　　　“　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　北

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　・　　　｝・　〔一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　一　　　　・　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　・r－　　　一　、　　　　　　　一一　，　　←一’　“一一

Re　ublic　　of　　ierra　L　o

一位置する地域．＿　アフリカ　　　西Zフ．リカ

　面　　　不齎　（km　2）　三乙∠．芝740

人　　口（万人）　357　　　　（／98／年）

　首　　府．　　　　Freetown（フリータゥン）

＿通貨単位＿＿＿⊥eonし（レオネ）＿＿．一…．　．＿

　独立年月旦　一　ノタ〈亘！年免月r～7日　．

，独立以前＿＿＿華＿、領　　．　＿　　．

陥史　　　アフリカ西海岸に面レている。　1460年ポルトガル人が発見した。　1562年

　英甲人が上陸、1787年英甲．内口解放奴隷を移民させSフリータウンを建設した。　　．＿＿

　1807年英国が奴隷制度廃止を決定したため西インド諸島などからの黒人移民が促進され

　翌年海岸地帯が植民地に、1896年奥地が保護領になった。　1956年に立法、行政評議会

　が発足して自治を拡大し、1958年初の黒人議会が設立され、1961年4月27日独立を達成した。

政　　休 英連邦加盟の共和国

・ 惰ノこ学梓済研究所
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　●
通称li到名

Si…P・≡’ 正義国絃⊥’
　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

シンガポール共和国
　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

Reptlblic　　of　　Singapore

位置する地域 アジア　ー　東南アジア 陥史 マレー半島嘩端・ジョホール海峡を隔てたシンガポール島と54の付属諸島
一一一　　　　　一　　　　　　一　　一　一一胴　　　一一 一〔一｝一一

一’ウ　A　　　　　　　　　｝　　一　　　一P　　→　一　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　－　｝←　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　、一　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　一　　　　　｝　　　←　　A

＿←一一一 ・一’－F｝’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’

面　　積
（km　2） 58／（6／6．3含、付近の島） からなる。 1819年英国人ラフルズによって開発され、1867年英国植民地となり、東西

一　　　　一一　　　一　　　　　一　一　　一一　　　　　｛　一　　｝一一　　一一　　一　一 一一　　　←←一一　　　一’　　一　　一｝　　　　，1w　　－　　一　　　　一一←一　　一　　一〕　　一　一一　　　■一▲　　－1　　　　－　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一　　　　　←　　一・　　　　r　－一　　一 一　　　　A　　　　　　　　∨一　　　　　　　　一　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　＿　　句　　　　　一， A　≡・’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　一　　　　　　　　　　　　，　　一　　　一

一人＿＿q．（万人） 244　　　　（！98／年　　）一＿ 貿易の中継地、戦略拠点として繁栄した。　第2次大戦中は日本占領下で「昭南島」と
一一｝

一　　　’　一　一一一一　　≡　一　　　　“一一　一一　　　　　　　　→　←｝一　　　，　一　　　一一　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　‥一一　　　　’　　　　　　　　　｝　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一
首　　府 Singapore（シンガポール）

改名、戦後再び英国の支配下に入る。　　　一

1955年8月自治領となった。　その後、マラヤ
一一〔一　　

’　　　　　一　　一　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　参　“一　　　一’サ●一　　　～　　　　　　　　　　一 一　一　　　　一一　一　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　一　　←　　　　　　　　　’ 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　，　　一　　　　　＿　　←　　　一　　　　　＿　　一　　　＿　＿＿

通
貨
単
位
一
一
一

Singap。re　D。11ar（シンガポrJソレ） 連邦との合併を進め、 1963年9月マレーシア連邦結成と共に、その一員となったがマレー
一一一≡　　一　　　　　一一　　　㎡P　…→一一一　　　一＿ 一　一一＝一｝　一一｝司　　一A　　　－　　r　　∨　，≡　一一←，一　←一←　　　－r一｝一　　、1》一　一　一一　‥　←　噂　吟一　→　　一　　一　　一●　　一 “一一 　　　←　　〉一　　　≡一　　　一　　　　　　　　←一一　　　　1　　　　　　　　’　　　　　　“　　　　A　一　　一一　一一～　　　　　一一　　　　一　　　　●　　　『　　　　　　　　　姪　　　　∠〔　　一　　　，　　　　＿＿　　∨　　　一　　　　一　　　　一　一　　　一　〉’　　　一一　　　　　　一一　　　　一一　　一　　　’　　　一　　　一一＾　　　一　一

独立年月日 ！965年8月 人を主体として保守的政策を進めるマレーシア中央政府と華人社会が基盤で民主社会政
一一一一一▼一一一“一A

一　　　　　　　一一　一　一一　　｝　　一　　　　　一　　　　　一’　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　－←　　　　一　　　　　　　←　一　　　　　　　　　　　　　　一一　　一　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　一　　　　　　　　’　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　，

一一≠
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渉テ　⇒　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ一　　　　　一　　　一

独立以前 英　領　→マレーシア連邦に加入 策を進めるシンガポールとの間に対立が強まり、1965年8月シンガポールは同連邦から

離脱、英連邦加盟の完全独立国となり、共和国を樹立した。

　一
一

～　一一一一，一一一F⇔一＿← 一
政
　
　
休
一
一

英連邦加盟の共和国
一　　　　r－　　　　　　　　一　　　　　一　　　一　　一　一一｝　　｛　一　　　　　　　　　｝　一　　一一s　　　　　　－一

一一一一一一一一←▽≠一〉＿
一　　　　　　　≡一一　　　　　一　　　一一司一一一　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　’　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一w　　　－　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　＿　　　　＿　　　一　　　　　　　　一一｝

一　｝＿＿→一テ　　ー一 …　　・．．一一一A←…｝●■．，一　一　一　’　　　　　　　一　　一一■一←一　　　一　　　　●　r　　　　　，　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一一　■－1　　－　一 一｝一　一㌔　　　一一　　　●　⇒　A　－，　　、w　　　　　　●　●　　一 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吟■●　●一■　　　∋●■　　　　　　　‘’．　〈　◆　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　吟　　　　　　　≡　　　一　　　一●一　　　　　　　一　　　’　，←　　＿　　　一　　　　　一　　一一　　一即

通称国名 010皿on Islands　　正式国名　　　ソロモン諸島 Solo皿on　Islallds

位置する地域一≡一一一一｝一●一＿←一一 オセアニア　ー　メラネシア 陥史 ．ニュ三ギ≡Zの東、．ソ亘モン海峡を隔てて北西から南東に延びている群島
A｝一一←　一一一’

一　　　　一　一　　　｝　　　　　　　　　　　　一

面　　積 （km2）
29，785

（ガダルカナル、 サンタイサベルなど大小100以上の島々からなる）。　1568年スペ
一　　　　　　　←　　　　　　　一一一　　一一一　｝　　’　　≡　　一一　　　　一 一一 一　一　　　　　　　一一　一一　一　一一　　●　　一一r＿＿・一　一　　一　　　　一一　　一　　　　　ウ　　　ー　　　＿　　一　　　　　　　　　〔一　　　　　　一一＿　　　　　　　　A　　　　　→一｛　　　　　　　＿一一、 ｝　一　一　一　一一←，　　《　一　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　’　　≒　　　　　　　　一　　　　　　　　　　⇔ 一｝　　，　　　　　’　　　　　　一　　卓←　　　　＝　＝一　　　　　　　　　　　　　　　　’一一一　　　一　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一づ　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参　＿＿　　　　　　～　　　　　　　　一＿

人　　口 （万人） 22　　　（／979年．） イン人が初渡来。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎1893年英国の保護領となる。　1942年日本軍が占領したが、米
一　1－｝一

一　　一　　　一　　　一　一A｝，　　　一　　一 一一　　　　　一　一　　一　”　　　　　　　｝　　　　A　一一一　　一一　　　　一一　一　　一’一　　●　　＿　　A　　－　’　　　　　　　㌔　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　ー 一～　　　　　　　～一　　一　　　　　　　一　　　　　　一　　　　→　　　　　　一　　　苛　　　　テ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　－《　’≡　　　　｛　一 ’　．　　呵　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

首　　府●A－一一一一一一一 Honiara（ホニアラもガタiルカォル島）
軍の反攻で撤退。 1976年1月自治権獲得。　1978年7月7日独立し、8月に国連に加盟。

一一一 一一｝←一≡←一一・一一 一一’一一一一，一一一一一病
一　　、｝　　F－一　　一　　　’一　　　一一　　一一一一　一　’　　　　　　　　・　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　一一　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　　　　＾　　　　，　　　　　一　　一　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　一　　　一　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　→　＿　＿　＿

．通貨単位＿
｝一一

．SL．dollar　（ソロニモン　　ドル）　　　．，．

一←一
一一一

独、7二年月目 ／978年7月7日

独立以前 英国保護領
一一

政　　休 英連邦加盟の立憲君主国

●　　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■

・ 僑ノこ学経｝占研究所
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通称国名 Somalia 正式国名 ソマリア民主共和国 Somali　De血ocratic　　Republic

旦違す蚤地域＿
面　　積（km　2）

＿．人＿」コ＿（万AL

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

アフリカ　ー　東アフリカ

637，657

．36旦．＿＿＿．（＿乙980年．）．

Mogadiscio（モガジシオ）

Somali　Shilling（ソマリ・シリング）

／960年7月1日
英国保護領（北部）
国連によるイタリア信託統治領（南部）

陥史　　　　ア22力大墜の東端こインド洋北部に琴出・アデン湾ζアラビア半島に向かレ；　＿

　　合つており、「アフリカの角」と呼ばれる地域。　19世紀後半、北部英領ソマリランド、

　南部はイタリア領ソマリアに分割統治され、1940年第2次大戦中にはイタリアが全土を占

　領した。　戦後、英国の軍政下に置かれ、1948年北部は再び英保護領となり、民政移管

　　を経て1960年6月26日ソマリアランドとして独立。　南部は国連により1950年からイタリ

共和国

アの信託統治となり、1960年7月1日独立。

和国として独立した。

両者はこの日を期して合体し、ソマリア共

一一　　一● ｛…’一一一一■　●一一●一一　　　　　〔　　“　一■　〔一一一一一　－　←　　　一一　　s　　　q 一’　一　∨　一・→｝ 一一一　一’　一　　　　　一一一　一　　　　　呼←一　　・　　　　“　　　　　　一　　　’　　　　　●　　　嶋　一　．　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　ヂ　　・　　　　　・〆　　　　　’，r

通称国名　　　South Africa　　　正式国名 南アフリカ共和国　　　　　　　Repub　1

位置する地域 ＿Z2」拡L二」藪アコ．リカ
陥史　　　アフリカ大陸の最南　　　　　～　　一　　’　一　　　　←←　　一一　　　　　　　　　　　　　一吟　　　一　　■一　　　　　→一　一　　一　　　　　一

一　一　　　一　　　一　，’一一←　　　　　一　　一　　　｝　←　　　　一　一 一1－’｝〔

面　　積（km　2） ／，22／，037
だが10世紀頃大陸を南下して　　　←一　“一　，　《　∨　　　　　一　　　　一　　　　一一　　　　　　w．　一　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　一　　一　　　　　←　　　一

一一一

人　　口（万人）一　　　一　一一　　　一一　　　　　一　’＿　　←　　　一一　一一　一一
　3，0／3　　　（／98！年）㎜　　一　　一一　一　　⇒　　　一　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　，　　一 　　大陸南端に到着、ポルトガル

＿一←一一　一　　一　　　　　　’　　　　　　，一　　　　　　’　　一　　←一　一一　　一　》　　　　　一”一　一　　一A　　←　一　一　　　←　　　一　　　　　　　一　　→　　～　　　　一　　　　　一一　　　一

首　　府一一r－一←｝，一一一一一一～一A一

　Pretoria（プレトリア，
」迦しTq旦狂」Z〔ニプタウン，

　一’一，’÷←A－一一
行政府）

　　立法府）一 　　オランダ東インド会社がケー

通貨単位 Rand 民が黒人部隊を征服し北へ勢

一一一一一一一一一一一 一一←，一一’一｝一一〔一甲←一←一一一一～　一→〔一鋲ぺ， F－←一
＋一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　≡　　　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　←

独立年月目　一一一一一
／9／0年5月3／日　一＿　　　　　＿　　一一　●一　　7　　　　　　　　　－　r　一一　，　　’　一一　一　　←　　　　　　　　一

領となった。　英国人とボア　　　～←一『†A

一一一 一一一一一A

．．独立以前，＿　　一
オランダ領＿→英　領　　　　　　一　　　一一　　｝←　　　一一　一　　　　一←

’

抵抗するボア人の北部奥地へ
F　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　⇒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一

ジ自由州がボア人の中心地と

1政　　休 共和国

　　　　　　　　　　Republic　of　South　Africa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先住民族はブッシュマンやホッテントット

だが10世紀頃大陸を南下して来た黒人部隊が各地に住んでいた。　1488年ポルトガル人が

大陸南端に到着、ポルトガル国王が「喜望峰」と命名した。　白人の本格的入植は1652年

オランダ東インド会社がケープ植民地を設けてからで、以後18世紀に入ってオランダ系移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナポレオン戦争の結果植民地は英

　　　　　　　英国人とボア人との対立は次第に深刻化し、1835～43年にかけて英支配に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ以後、トランスバール州とオレン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　英国は戦争には勝利したものの、ボア人の抵抗に

手をやき、ボア人の要求を次々に受け入れ1907年から自治権を与えていき、1910年にはケ

ープ、トランスバール、ナタール、オレンジ自由州の4つの植民地が一定の自治権を持つ

南ア連邦を結成独立した。　1961年5月31日英連邦から離脱、南アフリカ共和国となった。

・ 橘ノく学杯済研㍗所
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通称閑名 Spain

位提する地域

面　積（km2）

．人　　口（万人）一

首　　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

正式国名 スペイン王国

…ヨ．一ロツパ．二　南ヨーロッパ

504，782

3，755．．C！98／年　）
Madrid（マドリード）

Peseta（ペセタ）

立憲君主国

通称国名 Sri　La皿ka　　　　正式国名

Estado　Espanol

融」欧州大陸の西南部イベリア半島の5分の4を占め1こ中海上のバレアレ入

大西洋上のカナリ．ア両島を含む。ローマ帝国の属領として栄えた。　15世紀末キリスト

教徒がスペイン王国を樹立し、16世紀前半ブラジルを除く中南米を領有、大植民地帝国

　として黄金時代を築いた。　18世紀に入り、英、仏、オランダとの戦争に敗⇒ヒ、．18世紀　．

　のスペイン継承戦争、19世紀の中南米の独立、米西戦争で国運が衰退した。　第1次大戦

後の1931年には王制を廃止し共和国となったが、国際的なスペイン内戦を経て1939年8月

　フランコ総統が独裁体制を確立、以後1975年11月20日死去するまでの36年余その専制政治

　が続いた。　第2次大戦後は独裁国として批判されたが、1950年代以降国際社会に復帰、

　1975年の総統の死去で王政が復活した。

スリランカ民主社会主義共和国　Democratic　Socialist　Republic　of　Sri　Lanka（旧、　Ceylo皿）

位置する地域

面　　積（km2）

人　　口（万人）

＿首　　府

通貨単位

独立年月日

＿独立以前＿＿＿＿

政　　休

アジア 中南アジア

65，6！0

／，499 （／98／年）

Colo皿bo（コロンボ）

R皿pee．（ル1ピ＝）＿一

溜鑑且灘毅讐1
英国の直轄植民地

英連邦加盟の共和国　（国民投票による

　大統領制）

略史 ＿＿⊥ン．｝i南東のイ．ンド洋上にある。．＿．1質6年以来英国の直轄植民地であじ2，亙が＼一＿＿

1946年5月憲法を制定、・1948年2月英連邦自治領として独立した。その後何回かの政

権交替を経て1972年5月新憲法を制定、国名を「セイロン」から「スリランカ共和国」

と改め、英連邦自治領の地位を脱し完全独立を宣言した。　その後再度の政権交替が

あり、1977年10月憲法を改正して議員内閣制を廃し、大統領内閣制を採用1978年9月

旧憲法を廃し「民主社会主義憲法」を公布、国名を「スリランカ民主社会主義共和国」

と変更した。　（旧、Ceylon）

・ 嘱大学経済研究所
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通称国名 Sudan 正式国名 スーダン民主共和国 De姐ocratic　Republic　　of　tlle　　Sndan

一

位置する地域 アフリカ　ー　北アフリカ 陥史　　　アフリカ大陸の北東部に位置する。　19世紀初めエジプトのムハマド・アリ王朝
一一一一一一一一

＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲一　　　　一　　　　一　　　　　　一一　　一一　　　　　　　　　　　，　　　〔一 ←　’　一　一　　　“　噌一　　一　　．　　　一　　一　一一一→一　｝一▼　　　一一　　“　　－　r　　　　　　　　　　　　　　　－　　　一　　テ　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　w　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　●　一一　　●A　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　・　　　　　＿

面　積（km2） 2，505，813 に征服された。　1881年反乱が起こり、1885年独立政府を樹立。　しかし、当時エジプ
一一’一’A一一｝r｝←一＿一｝’｛一’一一

一＿　　　　　＿　　　　　　一一一　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『A一“⌒　　　｝　　　　　　●　　　　　　　｛　一　’　一一　←　　　一　　　　　　一 一　’一　　　　一一一　　一　一　　一　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一　　≡’　｛一一　　　’　一　一　　一　　　　　r　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A＿

．．人．＿ロメ万人）．． 」こ2」『－120＿＿」二乙98．∠年〕一

　　　トへの支配を強めていた英国がエジプトを支援、1888年英・エジプト連合軍に制圧され一一　　　　r　　　　　　－　　　　←　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　A－←一A　　　　　・　　　　一　　　　　　’　　　　　一←　　　　一　＝一　　　　　　　，　　　　　　｝　　　　　　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　一参

首　　府 Khartolm（ハルッーム） 両国の共同統治下に置かれた。　その後1951年エジプトは共同統治廃止を宣言、1954年
一一一　　　　　　　　　　　　　　一A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　，一　　　　’　　　　　　　一　　一　　　　一　　←　一 一　　一一　　一　　ぺ　　｝一　　　　　’一一　　　＾r　－一　　一“　　　一　一一｝　　”　一　一　　　一　　　　　　才　　　　　　　←一　　　　　一　　　　一　　’一　　　　　一　⇒一 一　一　　≡　　　　’一　　一　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　一　　一　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　→　　　　　　　　　　　一

通貨単位 Pound（ポンド） 自治政府が成立、1956年1月1日スーダン民主共和国として独立した。
’　一　一　　一　　＿　←一一　　　　　　　一　　　　　　一一1　　　　・　　一一　一一　　　　一一　一　　｝一　　一　　　　一　　一　　　　　　　一　　一　　　　1　　　－　　｛一一ヂ　　ー｝一一≡　　　　一’ ←　　　　’　一　｝｝一　一一一一　　w　　　　－　　　　F　　　“－　F　　－　　　　．”　　　一　　一　一一一　一　　一⑳一←∋　一　　　　　　　｝　　　⇒　　　一，　　　一　　一　一　一一　　一一　　，一←一　一ぺ　r　　　　　　　　　　　－　　←　　　←“　　　　　→　　　　　一　　一　“　　　　’　　　　　　　▼一　　　　　　≡　　　　　　　一　　　　一一　　一　一一　　　　　　　一　　　　　　　　一一一　’　　　一一一

独立年月日 ！956年／月／日
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一～　　ポ　　ー一　’　｝　　　　　　　　　一　　　　　A 一｝　　’　一一一一一，　　　・　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，←一　　一　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　一一＿　　＿＿

独立以前 英・エジプトの共同統治

〔

一←テ←｝ 一

　←一一’＿一一停一一一
一　　　　一　　　　一　　　　　　　　一　　｝　　“　　｝　“　　　　　一　　一　　　　　　〔　　　　←　　　A　　÷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　，　　　’　　　　　〔　　　　　　　　“

政　　体 共和国
一←一一一一A－一 A－←“←、一’一〔

一’←一　　一　　　　　　　一　　｝“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一A　　　　　　　　　　－　　≒　　　〔　　　　　←　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一⇔　　　▼　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　｝　　　一　一　　　F　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　一一一一

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一 一｝一・←一…《｝一一一　　●一　　一r　－一　■　　　　　　一　←．　一一　　一　　．　－w　　　●　　一一　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　　　一　一、・’・　●　　一 一＿吟一＿へ．　一　An　　　ラ　．　印　　”　　戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・L＞．←補、“∨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艀　　L・〉一一，一　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　・今　　　　　　　　　・　　～一’・《　一　一＾　　一嶋s←・　　一’一一一一一宍

通称国名 Suriname　　　　　正式国名 スリナム共和国　　　　　　　　Surina皿

位置する地域

面積（km£）

アメリカ 熱帯南アメリカ 陥史

人
一
首

163，265
口（万人）　38．5　　　（／980年）

Paramaribo（パラマリボ）

が入植。

領になったが、その後英国が侵略を操り返し、1815年のパリ条約でオランダ帰属を最終

的に確認した。1954年に自治権を獲得、1975年11月25日独立した。

南米木陸の北東部に位置する皇　坦≡1Z世紀に英国、オランダ・．フランろ人＿＿

英国とオランダの間で領有権争いが起き、1667年のプレーダ条約でオランダ

府

通貨単位

独立年月日

一P吐坦壁一ぜルダニ1．＿

1975年／／月25日

」虫立以前．．＿　　＿オーランダ領一

政　　体 共和国

・ 橋大学捉済研究所
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　●

通称国名

　　■　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　■

Swaziland
　●　　　　　　　　　　　●

正式国名
　：　　　’　　　°　　　’　　　°　　　’

スワジランド王国

　●　　　　　　　　　・　　　　　　　　　●　　　　　　　　　・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

Kingdo皿　　of　Swaziland

位置する地域 アフリカ　ー　南アフリカ 陥史

面　　積（km　2・）
／7，363

　　囲まれた小内陸国。一一一’　　←　　一＿　一｝　　，　　一　　　＿　　　一　　　　　　　　　　←　　一一　　一　　｛←一一←　　一

＿一アフリカ大陸の髄旦速を壁ン｝え：クL他の三力慾重zフ塑些和甲旦．＿＿

　　　　　　　　’19世紀末から英国の支配が本格化し、1907年から英弁務官の管
一一一“《A－一一一一一

＿人．＿口」瓦△）＿

首　　府

」Lj乙　　．＿＿（．ム9．8ノ．i里＿〕一＿

　肋abane（ムババン）

≡　　一一　　　　、　“　　一へ　　←　　　　｝一一一一一

　　轄する保護領であった。｛　　一　　　，　　　一　　参　　一｝一｝　　一　　　一一　　　　　　　・一一　　’　　A　　　～一　　　一一一’　　　一　　｝一　一　〔一　　　一ウ　　ー←ぷ　　　恒　　一　一　　　　　　一　　→　　　　　　　一←｝　　　　　　　一

一　　一一　　　　　　’　　　　　一　←一¶←　　　一　　　〉　　　　　●テ　∨一　’　　　　　，　　　　　一　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　　一　　1　　　　　－　一　一　　　　　一～　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　ラ　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　＿　　　　　一　　　　　←＿一　　　｝｝

1968年9月6日英連邦加盟の王国として独立した。　　　　　　　一　　　　　　←　　　　　　　一　　　一　　　　’　←　　　　　　　　一　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　噌　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一＿

　　　　　　　　　　≡一，一　　●→一　　一　　　÷　　一　　　　　＿　　ピ

通貨単位

Li　langeni（リランゲニ）Emalangeni（エマランゲ，複数）

独立年月日　＿A“→一一’一一▼P

独立以前

政　　体

／968年9月6日　一←｝←1・F’、1一

英国保護領

　　　　　　一

英連邦加盟の立憲君主国　　　　　　　　〉一一　　　一　　一←　　一　　　’　　　一…一≒　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一・，　’　　　　一一一　　“

一一　　一一　一’　一　　　　一一　　｝

　　r一㊨←一・

　≡　　　　一　　　’　　一　　　　　一　一　一　　　　　　“　一　≡　　　　　　一　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　｝一　A－　　　　　　“　　一　　←　　一　　一　　　　　一　　w　　←　　　　　　　　　　丙　　　　　，　　　　　　　←

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ　　　一　　一　一　　　一一　　一一一

一　　’一　　　　　　　　　　　　　・　’　　　一一一一　一　’→’　一　　　’一一　■■一一．　，　←一　一　　｝　　　≡　　　　　〔一←　　　　．　　　一一一　　一一一一　　　＾　　一一一　　　　一　　　一←←一　　　一　　＿一一一　一r　　“　　　　一　　一　　　　一　　　一一　　　一一一　　｝　　　一一　’　一一一　　一　　　一　一一　’一　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　∨　＾　｝一→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　’　　　　　一≡一　←　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一A　　　　　　　－，r　F　　　　　－一一一一＿　　＿＿合一一一一一一

　　　　　・一・　　　　　　　　・一一’一一一●・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一

通称国名　　Sweden

一s　■一一■一一一一｛　　岬■　　■一一　’　　噂　　　　　〔

正式国名

←ひ　　1－一一　ひ　　　　一一A　　－’　⇔一　　　一》’一　、炉　●一●　・　　→r9　　　　’　　　㌔　　　　　　　　　　　　　一　　唱　　．

スウエーデン王国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→・’　　一㊥　　　A●’　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　一一●　　　　　～　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　一　　　　　　　　　一　一　一←一一　　一　　　一ウー　　一→←　　　一　　’一一一一

Kingdo姐of　Sweden

位置する地域 ヨーロッパ　ー　北ヨーロッパ 略史 スカンジナビア半島の東側を占める。　スウエーデン人の一派は9世紀に

面　　積（km2） 449，964

”　　　一　→　一　　　　一｝…　　　　一　　　，　’　　　　　｝｝｝　　　　　　　　一　　　∋ 　　　　　　一一　　一一一←¶　一一一　　｝　　　’　一一　｝≡●　一　●一　　　｛　一　　　一　一1　　～’　　　一←　　　　　　一一　　　　　～　　”　←一　一　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　一　一　　　　　　　　　～　　　一　　　一　　　　　　∨　　→一“一一一一一一’　　一一　　　　　　　　　　　　　　一　→　　　　　　　　　　＾　一一　　～　r〔1　＾一　　　　　　　　一　一一一＿　一，＿＿

ロシアに進出、14世紀にはブインランドを含む強国になったがその後デンマークの支

人　　口（万人） 832　　　　　（／98／年）

　　　　　　　　　　　　　『　　　　一　”　　一　　　　一一　一一一　　〔｝〉　　　一　　　一　“｝　一

配下に置かれ、1523年に独立を回復した。　30年戦争でバルト海沿岸に支配権を確立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一A｝一一一←一一一

　首　　府一｝　　　A　　　　　　　一一『　　一　〔←　　一｝　　　　一一　　　　→　　一　　一　　　一

　通貨単位一一　　　　　　　　　　　　　一　　一〔一一一一　　　　　　　　　　　一〔一一A一　　　　　一　一　　｝～　一

　独立年月日　一、“｝≡～一一一←一←｝一一’

＿Stockho1董L（ズ上ツグホ」レム）．

．鮭旦pa＿（ク旦二：±）＿．＿，

　　　参照：略史

’　　　一一　　〉　　　　一　　　一　　〉　　　“一　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　ポー　　　≡

　　　一’一一一・

一　　　　　÷“　　　　　　　　一　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一’

　　　　←一

｛一

一’一　　　　づ　→　雫　　一　　　一　　一　　　’　　　　　輪　　’　　　　　　←　　　　　　一、　　　　A

したが、18世紀初めの北方戦争、19世紀初めのナポレオン戦争に相次いで敗れ勢力を　　　　　一　一　　　　　’　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　｝　　　　，　　　　一　　　’　　一　　¶＿一一

　　　　　　ナポレオン戦争後仏軍元帥ベルナドットを国王に迎え、ノールウエと連　　　　　｝一　一A一一一←一

合王国を形成したが、

＿独立以前＿．．，＿．

『　　　　一一一　一　　　｛　　，　’一　　　→　　　　　　奄’　　　一≡　　　　　“　　ふ一　　　←　　　　　　一～　　　一　　　　　　　　　一

　　　“　　一一〔　　一　一　　一　　　　　・　一一　一一　　　　一　　　一　一

　　　　＿　　　　　－　s　　“　　’≡　　　　一　一

一←苛’r－’一
　　失なった。　一，一一

一’〔

一一｝，一一一一一●一

　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　一　　　　一　　，　　　一　　｝　一　　1－　　　　　　一’≡　■一　　一　　一｝　，　　　　　一一　　’　　　－1　　　　　　　－　　　一一一　＿　一　　　　一

　　　　一　一｝　　　　←　　　　　一　　　　　　　一　，　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　，　　　　　　　　　　　｝　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　一一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　■　　　　一　｝　　　　　　　一一　　，　，　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　’　一　　　　　　　　　　　→　‘　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　〔　←一　　｝　　　　一　一　　　←　　　一　　　’　　　　　　　　　　　｝　　　　　A　　　　　　　－　　　一　　　一　一

　一’　　　　　・　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　一’一　　一　　”　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　■一　　　　一　　　　一一　　　　≡　　一，　　　一　　　’

＿．ノルゥエニ昼lgg5年分離独立した。一　＿＿＿＿　　．　．＿．＿．＿一＿

一　　　　　　ヂ　　　　　　　　　　←　　⇔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一一　　　≠　　　　　→一　　　　　　　←一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　’←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　≒　　　　　→　　　　一　　　　　　　　→　　　A　　←　　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　一　一一

　　　　一一一　　　一一　　　一←一　　　　　　　　一一＿　　｝一　　　　一■　　　　，　　　　　　　＿

　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

一一一r－一≡一一一一一一A← 　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　←　　｝　　一一’一一

一一｝　一　一　　　　　　　’　，　　　一　　一　一　　　　　　・　　　≡一｝　　一一一　一一一　　一一一一　　　　一’一　．　一一一　｝一｝一一　　　　　　一｛　　一一一　一一

｝

政　　休

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

立憲君主国

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

一’　A－　一’

●　　　　　　　　　　●

　　否

　　→“

一A≡一←一一一一÷一一｝一一一“一÷一’∀一

　　　　■
●

一・ 情大学経済研究所
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●　　　　　　　　　　　　■ ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　．　　　　　　　　■　　　　　　　　．　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●

通称国名 witzerland（Swiss）IE式国名　　　スイス連邦 Confoederatio　　Helvetica

位置する地域 ヨーロツパ　ー　西ヨーロツパ 陥史　　＿紀元前1世紀頃ローマ人に征服されたケルト族が移住し、P一マ帝国の属領として
一一一

一ウ　　　　　　r－　　　　　｝一一　　　　一ひ　　　　　　　　　　　一　　　　｝　　　÷　　　　　A　　－　　　一層　　　一≡一 P　　　　　　　　芦　　　　　　　　一　　’　　　一’　　　一　　十　　一　■　’　　，　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

面　　積（km　2） 4／，293 栄えたが、3世紀半ばにゲルマン族、6世紀初めにフランク族に侵入され、キリスト教に教化
一一一一一一一’一一一一一一，｝

＿　　＿　　　　r　　－一　》　〔，一　一＿　　一　　　　　＿　　＿　一　　《　　　　　一一　　〔一”一’A’　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　｝　　　　　　一　　　一一　　　一　←一一　　　一　　　　　一　　一　　‥　亀　　　　　　べ～　　　≒ 一一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　一｝　　　　ウ　　　ー　　旨　　　　　　一　　一　　　　　　　　一　　A

＿人＿」コ．（万AL ＿6口Z2＿＿＿＿し∠9．80年．．）． された。，11世紀□裡聖ローマ帝国・13世紀にハプスブルク家の支配下に入った。しかし、

首　　府 Bern（ベルン） 1291年ウリ、シュビツ、ウンターワルデン3州が同盟を結び、1315年独立を獲得した。
一’AA．←一←一

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　÷　　　　　　　→一　　　　　　　　■　　　　　　　　　　←析　　　｝
一　　一　　　　　一一｝　　　　　一　　　　　　｝一一　　　，　一　　一一一　一　　　　→　　　一→一一 ｝一一一一一一一｝　’≡一一←一一…て　一｛一一＾

通貨単位 Franc（フラン） 1815年のウイーン会議で永世申立と同3州の併合が認められ、1874年憲法により現在のスイス
一　　一　　一　　一＿一　　A　　　　　－　　一　　　一　　　　　　一●　　　←　　一←　　一　　　　A　　　　　　　　　　　　　　－　｝一　s　　　　－　　　　一一　一 〒　　＿　　　　　　　　　　〔一〉　　　一　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　一⇒　　　　　　　　　　　　　　　一　≡　一一　　・　　　rr　　－　一一　　r一　一　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　｝一～　　　　⇒　一　　　　－　　　P　　－　　　　　　一一　　一　　　　　　　　一　一一　　一　一一　一　　一←

一一←，→ザー一『一’一一一
独立年月日 ／3！5年 連邦がほぼ完成した。　第1次、第2次大戦とも中立を維持した。

←　　－　　　　　　　　　　　r　　－＿　　　｝’　←　　　　　一　　　一　　一　　一　　｝　　一　　　　　　　　　一一≡一

一一一一一プ…一…一　…一一一　　　一一一一 一一一÷←⇒1－“〔’←一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一一

独立以前　A、s

　
参
照
：
　
略
　
史
｛

｛一一

一　　　　　　　←一一　　　一　　　　　　A　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　÷ 一　　一　　　　　一　　　　　　　　　，｛　　　　　　　一　　一　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　←

一一．A《

政　　体 連邦共和国　　　　　　　　　　　一　一　　一　　｝　A　　｝　　一　　　≡　　　一←　　〉一｛一←一一

’　　　←　　　《　　　　告　←　　　　　　一一　　一　一’　　　　　一　　，一　　　→　　　　一一　　　　　　一　　A　w，　　一一　“一　　　　一　　　　一　　　　《　”　　　　一　　　一　　　一一　　　　　　＾一　　　±　　　　　｝一一『　　　　　　　　　＾　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　一　　一　　　　　一＾　　　　　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『≡　　●　　一一　　　一一　一　一｝　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　～　　＿　＿

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一■　　　　　一一→、一一　白〔一　■s一一　一　　　一●　　ピ　　　　　’一●｛剛一 一w－一一r｛◆r－→、一■●一一一A　・■－r　、　1［　　　　　　　　　　司　　一・一　●．●　声《　　　　■．、●一》　司一ρ．，●●●●●一　⇔⇔　　’揚　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aパー印＾，鋪　～　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　’　　　●■一“・，　　　’一　　●一．　一舗q　－　■，＿一　合一．一＝　　　一，一＿→

通称国名 Syria　　　　　正式国名　　　シリア 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、・アラブ共和国　　　　　Syrian　Arab　Republic（A仁Jamhouri　a　al　Arabia　as－Souri　a

位置する地域 ＿日L一東＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿ 陥史　　ビザンチン帝国の支配を経て紀元661年イスラム勢力がマイヤ王朝をダマスカスに
一　　｝≒’、　　　　・、　　　一　　　’一　　　　　　ひ一一一　　　　・　　『　●　　　　　－1　　　　　　　　　　　　　－　　＾　　一　　　　｝　一　　＾　1　　←　　　・　　　　　　鼎　　　　　　　　　　　　　←一　　●　一　　　～一　　一　　　　～｛　　’＾　一　　　　　　～　　　　一　一　　一　　一　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一←r　戸　　　　　　一　ウー　　　　　　＿＿　一　＿　＿＿　　＿

面　　積（k咀2）

185迎0
樹立。　1516年オスマン・トルコが征服、1831年一時、エジプトのモハメド・アリ王朝の支　　’　　“一←　　　一一　　　一　一一　一一　、一一　　A　－｝　　’　一一　　一　一　　’　　　｝　　　　　　，一　　，一

一　　一　　＾　　’一一一可　　一一　　　　〔　　　一　　　一≡　　｝’　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　r一　　一～　〔　←　　　、一　一　　領一　　一一　一　＿一一一一＿＿

人　　口（万人） 898　　　　（／980年） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も配を受けたが、この頃から西欧列強が進出。　第1次大戦後1920年4月フランスの委任統治下
一　　　’　　一　一一一　一　　　一　　一　一　　　一　　　　　一　　’｝　　－r　　　　一　　已一＝　　〔一　一一一一一　　　一　　一　　　一　　　一　一＿　　　　一　　≡”　　，

道　　府　＿＿＿

　通貨単位一一一一

旦麺鰻処旦阜竺ヱスユ！ス）＿．＿＿＿＿＿　　　　’

＿．S工塑n－．麺垣＿一（シリア三癒ンド）＿

　に置かれた。　フランスの支配に抵抗して激しいテロ活動を展開、フランスはキリスト教徒一一一　一一　　　　　　　　　一　一　　　　＞　　　　　　r　　　　　　　　～一一　～一　　　　　　　　≡　　←　　　　　～　　｝　　　一｛　　　一　　　一　　｝　　　一　　一一一一一　　　｝←　　　　＝．　｝　　＾±『　一　　　　　一　　　　　一　　　　一　　　　　←　　　　一　　　　　　一　一　　　一　　　　　　　一一　　　一　　一　　　一　一　　　　　一、　　一　　一一’　　　　一一，　　一　　　　｛　一一　一　　　　　←　　　　　一　，　一　　＿　　一　一　　　≠1　－　　　　　　＿　　　　＝→　＿一一　　←＿

　が多数を占めるレバノンを分割支配する一方で、1936年シリア独立を認める協定に調印した。一←　　一一→’　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←　　　　　参～　　一　　　≠　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　『　　　　　　〔　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　≒　　’　　　一　　《’　　　　－　1　　－　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　’一一　　　一←一　　　　　　　　　　　｛　　　，｝　＿　　　　＿←

独立年月日 ！」2臼埜坐且＿＿＿＿＿．．＿．．一 その後もフラロ重竺駐留臓き紛ふ絶え砂つたがL1946≡月に完全にz蛇を実現した。
一　　一←一｝一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一～→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　→　　一一　　　　　　一　　’　　　一一　　　　　　一　　　一　一’　一　　　　　　　　’一　　＿　＿

＿独立以前＿　　・　　　　　　⑨
　フランスの委妊統治一，　⌒　　　一一　　　一㎜一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一～・一一←　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　｝－w－《　　一　　　一・●

＿聖58年2月アラゴ民族主義の潮流に乗2てエジプ」ことシリアの統合が実現、．．「アラブ連合共和＿

＿国止が結成された丞Σ迭ジプトの主導権に反発する保守派は1961年9月クニデタ三：を起ζしム．＿
，　　　’　　一　←　　一→　　　　　　　　　旨　　　　一　　←　　　　　　　一　　｛　　　　　一　　　　　　　　　　　←　　　　　　一　　　　　　　一｝

「アラブ」連合からの離脱を宣言した。
一，一一一一AA一一〉一　 一≡　←一

1

政　　休 共和国
一　　一一一一　　一　一“一一㌔一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　軒　　　一　　　　　　　《　　　　　一　　　　　一　一　　　’

一→－s≡｝’

●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ．　　　　●　　　　・　　　　．　　　　・　　　　．　　　　●’ ●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　◆　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■

・ 橋大学経済研究所
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● も　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　． ■　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

通称国名　　Taiwan 正式国名 台 湾 Taiwa11

アジア．二＿東アジア　　　　A一

‖墾］
中国大陸の東南沿岸にある台湾本島と膨湖諸島など80余の島からなる。

面　積（km2）一，一A一一一

．36？ノ9ρ
＿→

日清戦争の結果1895年日本の領土となる。1945年日本の敗戦により中国に接収された。

一人＿一．口（万人）．
一 ∠，78ゾ ＿（∠980年 ）

国民党政府は1949年12月7日、中国共産党との内戦に敗北して中国大陸の南京から

首　　府 Taipei（台北） 追われて、台北に移った。

←’一一一一A－←－－
→“

通貨単位 New　Taiwan Dollar（台湾元）
一“　一　　一’　　　　　　　　　　　　一　　　一需　一　　　　　　　A　　　　　　　　　－　　－　－一　一←　　　　　　、　　印一

｝一一一
一　　　　　　　　，　　　　　一　　　　　一一　　一　　　　　　　一　　　　一　　一　■1　　■　　　今一一　　　“司一　←　　一　　　　～　　　　　　一ピー一 一　　　艸　　　←　　　　，　　　一　一　　　　一●一　　’　　一“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　●一　　　　　　　　　　　　　　　’←　　　　　一“　　　A　’　　　“　　　　　　←　　　〔　“～　　一一r

一A’一独立年月日
一一　　＿　　　　　＿　一　　　　　→　　　　　　　　　　←　　　　一　　　一一一　　一　　一　　一　　一　一一’ ≡　～‥　一　　　一　　　　　　一一　　一　　一　　｝A　　～一　　　一’　　　一　一　　　テ 一＿　　一　　，　　　　　　　　〔　≡　　　　　　　一　　　一｝　　　’　A　　－　一　　　　　　　　一　　　　　　≠

｝〔＿一←

一’一一一
独立以前一一一●

A ’

1－一
一一 ←←

一一　　一一　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　A“’　　　　　　　一　　　　　　一　　一’ ｝　一　　　　　　一　　　　　　　　　　一一　　　　　　一　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　一　　一　　　一　　　　　一

一A－－

政　　体 三民主義 （民有、民治、民享に基づく
一　一　　　　　一　　　　　　一　　　　　　一一一　一一 ｝一　　　　’｝　　一　　一　　一一　　　，　　’　　　　　一　　≡　　｝　　一　　←　一＝　　　一 ←一一 一一　　　→一　　　　一　　一　　　　　　　　｛”　　　　　　　←一｝　　→　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　　　　梧　　　　　　一一～　　一　　　　　　　　　●

一一一

共和制）

一　一 一一一一一～．●o－　⇒一
弓　一●’一《一．一　　■　　■　’鴫A　，，　輌　　，巳 一　　甲一一一、一 『一　　一　　一　　　一　　←・一＾　　　　　　“白　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　輪・　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ
“　　恒　■　　　ダ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　－　　一ワ∨一一一　　・　一一一■　　ぷ　　　　　一　一一”　　　←　　∋

通称国名 Tanzania 正式国名 タンザニア連合共和国 United　　ReI幽f　　Tanzania

位置する地域 アフリカ　ー 東アフリカ 略史 一＿アフリカ大陸の東部のタンガニ「カとザンジバル島、ペンバ島その他の島より
一一一一一一一一一一，一　一一　　　A　　　　－一　A ≡一一鵠一甲一一 一　＝一一　　’一、　　一一∨一 一一　一　　一　　　　　〔　　←　　 ．　　　｝　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一，　　　　，　　　　　嚇　｛　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　→　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　＿

面　　積（km　2）
＿94＆，087 ’　　　←　←　　　　　　＿　　＿一一｝

　　成る。一一一　　　一　　　　　｛　■　　　『　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　一一　“　　　　一タンガニーカは1891年ドイツ領、第1次大戦後英国委任統治領、1946年信託統治領　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　一一　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　一　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←一　　一　　　　　←　　｛一　　，’　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　一　’w　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一一　　　　　一　　　　　　　　　　　一　＿

一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠一一　一一←　　　　｝一一一

人　　口（万人） ／，85／ （／98／年） となった。 1960年9月の総選挙で民族主義政党タンガニーカ・アフリカ民族同盟が圧勝、
一　＿　　　　　一　　　　　一　　　　　　→　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　’ ∨　　　←　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　一

一　　　凸　一一　　　　　　一　　一≡　　一　　　｝　　　一一　一　，　一　　　一　， 一一一　　　一　一　　一一　一　　　一　　　←一一一　　｝　　　｝…　　　｝一一一一　　一　　　　　　　←　　　　　　　　　　一 ，

＿首＿」自L＿＿＿ ＿Dar旦＿Sa▲aa旦（ダルエスサラrム）一
一

．英政府ζ交渉の結果1961年12月9日独立・翌年12月共和国となった。ザンジバ1レは19世紀　一

通貨単位一→一一一一一一、｝〔一一｝㎏ Tanz旦垣a．＿＿
　　　　　タンザニア
Shilling．C－．シリング）

一一一←ペー一

初めオマーンのサルタンが占有、1890年英保護領となった。　1961年1月の総選挙で自治　　　　　　　　　　’一’←一＿

＿i堕塑明貝＿一 　　　　参一一一一．）一．一一一一 照：　略一．史
A

」虫立」以前
● 系元首を追放、人民共和国となった。一一’A－←一

一．＿1964年4月22日両国大統領の会談の結果、両国統今＿
一

で合意、同月27日連合共和国が発足、10月29日国名をタンザニア連合共和国とした。
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　＝　　　　　　　　　一　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

’

，←～｝一一一A｝一｛一一ラ← 一一一－，｛’ 一ター
　　　（旧、Tanganyika 及び　Zanzibar）

一’¶一
一

政　　体 英連邦加盟の連合共和国 　　‘（大統領制）

一一～一
●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　● ■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　■　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●

・ 15大学経済Ii脇！所
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　■

通称国名
T㎞11劔’（泰）’i｜三緬イ1タ在国

■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　．　　　　　　　　．　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　●

　（旧、シヤム）　　　　　Kingdom　of　Thailand

位隅する地域

　　　　　　　　　　　　　　，一一　　一一←

アジア　ー　東南アジア ＝　
而　積（km2） 5／4，000 1350年アユタヤ王朝を建設したが1767年ビルマ軍により滅亡、1782年現王朝が成立した。

一　　　　　≡　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　－　　　　　　　≡

←⇒一一一
1932年無血革命が成功、立憲王制が確立した。　1939年国号をシヤムからタイと改めた。

一人＿口．（万人）一 仏8／3．　＿C／98！年．） “

首　　府 Bangkok（バンコク） 第2次大戦中一時シヤムと改称したが1949年再びタイと称する様になった。

←一一一
・　　一　→　　　　　　　　　　　　　　～　　　　一　丙，　　1－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　A　－　　　　　　　　　　　　　　｝

通貨単位 Baht（バーツ）
一

A　　－　　　　　　～　一　一一　　参　　　一一　　←≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　←一　　　　　　一　　　A　一一　一一　　　　　一　　　　一　　　三　　　　　　　　　一　　　　一÷　　“－　　F－　　》　　　　’　　　　　　　．一A　　　　　－　　　　一一一　　　・　　一　　　一一一一　｝A←　　　　　　　　　w鴨　　一　　｛　　　←r　　　　　　　　　－　　　　　　　一　　　　　　”一「　　　　　　　　　一　　一　　～　　　一一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　≡　　　　一　‥

一一一　　一　　一　一　　一一　一一一一　　一一

独立年月日
A　＿　　．一一　　→＿＿＿　　　一　A＿　　　　一一　　　　　　　≡一　　　一　　一　　～一　　“　　　　　　｝　　A　　　　　　－　，　　≡　　　一　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一鍋　　　　　　　　　　　～

A一季一｝“一
一　　一　　一一　　一　　一　一　　　　一　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　’‥　　一　　　　　　’　　一一

独立以前

一’一
≡　一　　　，　　　＿一　＿r－　　＿　　　一　　　　　　　一　　1　　　　　　　　　－一一　　　　　　一　　　　〕　　　　一一・ ＿一　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　“　　　一　　　　　　　　＋　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　→　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　一　一一　　　　　・　　　　　　　　　　　一　一　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

政　　体 立憲王国（／932年以降）
，，一A　　　－←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　A　－一　　　　一　一一一　　　　’一≡　　一　一　　，一　’一　，　　　　　　A　　　　　　一一　一≡合一一一　一　　　一一　　　　　　　　　～　　　　，　　　　　　　　←一A　　一　　　一　　　　　　　　　　一一　　　、　　　　　テ　　ー　　　　　　〔　一　’一　　　　　　一　　　一　　　一　　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　｝　一　　〔　　｝　　　　　一

｝，一一一

一一一一一｝　　　　－s｝一　一■一一⊇　、　一　　㊨F　　r　　　　　－　　　　　　｝．一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●一一一一　一←一∀一⇔　ぺ　AA　－－　　1　　●’●　　　　　　　　　　　・■　　■一’　←　　　　’　　　　　　　　■”　“■　r　■《　　■●“．s　　◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　”■　　　■　⇒　　　’　．　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　⇒　　”　　　　　　　　　　　　　　・・　　’　一　’　　、　　一　　　　一、一　’一一一一’　　　　◎　一←一・一　〔＾・一

通称国名　　　T 正式国名　　　　＿　土 旦e＿」ユL工Ω一

位置する地域 アフリカ　ー　西アフリカ 陥史　　＿ア2旦力西崖ギ三ヱ湾に画する南北に租長い小国。一．坦世紀にデンマニク人、
一一　　一A－　　’｝　　　　一　　　一　　一一一一　　　　一 一｝　一　　｝　　　唱一一一　　　　　　一

一一一，

面　　積（km2） 56，785 次いで英国、ドイツ、フランス人が渡来。　19世紀末にドイツ領となる。　第1次大
＿一　一　　　｝Ψ　　　　　　←　　一一　　　　一　　　’一一　　　　　　～　　一一 一　　r　　苛●　　←　　一　　一　　一一　一　　　　　・　　　　　　甲　　r一　　　　　一　一　　　　　　　　　一　一　一　　　　　一　　　■　一　’　　一　　一・　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　←一　→　　　　　　　　　　　一　　　　　｝　一一　　一　　　←　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　1　　　　－　　　｝　　　一，｛　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　’≡一　　一　　　　▲一　　　　　　　　　　『　　｝一一　　　｝　　　　　　←一　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　一　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

人　　口（万人）
　　、

27／　　　　（！98／年） 戦中の1914年、英仏連合軍が占領。　戦後は一時英国の統治下に置かれたが、’ベルサ

一r一一一＝一　¶r←w一
＿”　　　　←　　　　　≡r　　一　　　ひ　　　　　　　　　　　一～∠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　A　一　　　　　　　　　　　一　　一　　　－　←一　　　　　　，一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　－　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一一

一一一一　　｝　一　　　一，一｝一　一　　　　一　　　　　一

　首　　府一≡｝一一　　一一一●≡　　一　一　　一’　　一　●　　　一｝一　　←　　r　一

Lom6（ロメ）＿　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　，　’　　　　、一｝　　　　　　≒　一　｝　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　●　　　一　一一

　　　イウ条約で英仏が分割、英領トーゴはゴールド・コーストとともに1957年「ガーナ」＿，　一　　　　　　　　一　　　　　←一　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

通貨単位
Franc（フラン）　　　　　　　　　　　一●●　　←　　一　　　　　　　　　　一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　一“一一一←→　　’←卓

　　　として独立。　仏領トーゴは仏委任統治、信託統治を経て1960年4月27日独立した。＿　　　　　　　　　　一　　　　＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　｝　　一一　一｝　　　一　一　　　　→　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　÷　　，　一一　1　　　　　”亭　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　←　　　　←　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　⌒　　　　　　　　　　　　　一←　　　　　　一テ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拳　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一＿一　一　＿

一　
独
立
年
月
日
一 　　　　　　　　　　　　　　　、

／．2ムo庄4貝2互日＿一
←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　）　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　“　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝＿

＿独立以前＿＿．一 仏領　→仏委任統治　→　　　　　一一一一一一一，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照：　Ghana“　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　A　　　　　　－一一　一　　　　一　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　＝〔　一万　　～一一　｝　　一一　　　←　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　一

一P『一一一 一一

仏信託統治
一　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　〔　　　　　－w　　－　　　一一一～　　　　　　一　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　一断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　一，一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　→一一　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　’　　　　　　　　　一　　　一一　　　　　　一　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　r　　　　　　←　　　　　　一　　　一　　　≡　　＾一　一一

r　－　　　　　　　　　一　　　　一　　一｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　一　　　　　　　　　　　←

→　　一　　　一　　…　一一一　　　｛　　　一一　　　　　¶　　一　　一　　　　一　　　一　一一　　　　　　　　　一　｝一～一　　一　　　←　・　　一一　一←　　　　　　　　　　一　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　≡　　　　　　　　　　　　　　｝　⌒

　　　一
政　　体 共和国

一鴨
1 ～一

●　　　　　　　　◆　　　　　　　　・ ●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　● ■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●

・ 橋大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　●

通称国名 Tonga
●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

正姻召已ガ圭国
●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ 　●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　・　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■

The　　KingdOm　of　Tonga

　←ポリネシア　及び
位置する地域 オセアニア　ー ミクロネシアー

陥史　　　　≡
南緯15～23度30分、西経173～177度の南太平洋上に散在するサンゴ礁、火山島

一一　●一　　　一　　　　　　一　　q－　　一　一 一一 一

面　　積一一’一一一一一
（km名）　　｝｝

697－　一　　　　　　　　　｝　　　　一『一　　　　　　　　　一

＿　　　　←　一一　＿　，一←’r　　　　　－　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一　一　　　　　　　　　　　一　　一　　丙　　　　　｝一 一　　叫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　÷　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　一

＿約170の小島からなる島国。＿－1616年オランダ人が発見、＿ろペゴン領をi経て坦00年から　．一
一

＿△＿＿口． （万人L ノα＿＿． ＿（．／980年　）
英国の保護領となる。　　←一一一

1970年6月独立。　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　一　　’　　　　　　Ar←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　一　　　　　　，　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　r

首　　府 Nuku，　alofa （ヌクアロフア）
一一　　一　　　　一　　　一　　　　　←　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　噌　　　　　一

一一一一一｝一
→

通貨単位一一一一一

一一一一

亘≡…㊤アンガ）

一〔一｝ ”，’一’，
一　　　　　　　’　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一　　　÷　　　一　　　　　一　　’一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　　　　　　一　　　　　一一　　　一　　　一　　　噌一　　テ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　一　　　一　　一　　　一　　　　　　　r≡　　1　　　＿　　　　　　＿一　←≡一　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

独立年月日 ／970年6月
一　　一　φ　　一　≡一一　　一　　←

一一←一 ←一一一
一　　　　　←－　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一

独立以前 スペイン領 →　英保護領

一←一
｝一『一一 ＿一サ析一’A’

　香→

一～吟一ター¶
　　　　　＿・’〉一～÷→一

A←1－一一一’｛ 析一一←一一一吟一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〔一←

政　　体 立憲君主国
＿　　一一＿一一一　　一　一　　一一一一一一　一一←　　一　　　一 一一一一一一一一←’一

＿　　　　　　≡－　p　　r　　　　　’一　　　一一一　　一一一 ≡一一’一つ一一一←一

通称国名
Trinidad　　and

正式国名 トリニダードトバゴ共和国 The　Republic　　of　　Trinidad　and　Tobago

位置する地域

面　　積（km2）

人　　口（万人）

」⌒＿＿＿
＿通貨堂庭．＿＿

独立年月日

＿独立以前L＿

政　　体

＿アメーリ．力，一＿ユ1．リブ海＿＿一

5，／28

／／4　　　　（／980年）

P。rt。f　Sp、in（ポ弍ペイ蕎

TT　　Dollar
（トリニダード間

／962年8月

スペイン領　→英領　→

英自治領

英連邦加盟の共和国

略史 ＿＿丸リゴ海の西インゼ諸島南端に位置し，一ト」』三苦二上島と上バゴ島から成る。

1498年コロンブスが発見、スペイン領となる。　18世紀に英、スペイン両国による植民

地争奪の結果、トリニーダ島は1802年、トバゴ島は1814年英国領となり1884年両島が行

政上合体した。　1961年英自治領となり、1962年8月独立した。　1976年8月共和制に移行。

一 橋大学経済研究所
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　■　　　　　　　　　　●

通称国名

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

Tunisia
　●　　　　　　　　　　●

正式国名　　句

　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

チュニジア共和国
　●　　　　　．　　　　　．　　　　　・　　　　　．　　　　　●　　　　　■　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　・　　　　　．

R6publique　Tunisienne

アフリカ　ー　北アフリカ　ーr…一 陥史「＿．
一

位置する地域一一●　　　　一　　一　一　　一　一　　1－　　　　　　一　　一一一一

面　　積（km）一　　　一≒一　一一，　　　一一　　’　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　一　　べ　一一一　　A⊆一

＿ム＿＿ロー（万人）一

首　　府一一一一，A，《

　通貨単位一　一一一　　一　　一　一　←

　　　　　　　アフリカ大陸の北部さ地中泡ζ臨む。　ローマ、イスラム、トルコ各帝国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　■一　　祈一→　｝　一一一一　一←　一　　　一　一一◆一一　　　　　　　　　“一一一　一　　　　一　　　一　　　　　←　一　　　　　　　一　　一　一一1　　　　　　　　←→　　　　　　　　一

＿

　の壁代を経てこ坦亘年バルド条約によりトルコ属領からフランス保護下に置かれた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　←　　　　一←　　　　　＾　　一　　　　　　　　一　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　一一　　　　　　，，　＿　　←　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝

　　第2次大戦後独立を弓指窒反仏ゲリラ闘争が次第に広がり・1956年3月20日完全独立を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　一～”　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　→　　一　←　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　，一＾

　　達成した。　1957年7月王制を廃し共和国を宣言、ブルギバ初代大統領が就任した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝一

　　一’　　∋　　　　　　　　　　　　　　　一｛　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　一→　一　一　　．≡－　　　　　1－　　　　一　一　　　　　　rl　　　　　r←　　　　　一　　　　　r参‥　　　　　　　　　〉一　＿　　一　　＿1＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“一一一｝　一一　一一　　　　・一一＾｛吟　，　一，　一　　　一　　　一一　一一　一　　一　一一一　＾“一　　病　　　一　←　一　　　一　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　＿　＿　　　　　　　　＿　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一■≡

　　　　　　　　　　　　　一→一｛

　　　　　〔｝『一三一≡一

独立年月日一一一一》

独立以前

一一　

一一一一≡一’一
政　　体

　　　　｝一｝一‥一一一一べ’一一，→，一’
／63，，6／0＿．．　＿　＿ニ　　　　　　　ー＿＿．一一　　　．＿　＿＿＿．一＿＿．

4L∠＿＿＿（．乙98イ年．）＿
Tunis（チュニイス）一一一←一一一一一←一～÷一A－

Dinar　（ディナール）←｝　一　一一　　一　A　｝一　．’一一　　　　　一　　一　　　　　　　　　“A　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　1　　　　　　　←一　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　≡’一　　～　　　　旨　　　　’　一　　　→　一

／956年3月20日

トルコ属領　→　仏保護領

共和国
㎝≡一…　’一　一一一 一一｝ 一’一一一

通称国名 Turkey
　　　一の
正式国名 トルコ共和国

一■〉吟w－⇔●炉　■”一一■ 一」卿頃の一●．・◆輪匂●噛声■Mh●～v輪　●・白・、●．団】・A●●川の矯’・・．鋼◆丙・⑨’．一“一一司一一，，一＿●●＿一一一＿＾←一＿＿L鋼鴫

　Republic　of　Turkey

位置する地域 中　　東 陥史 ヨーロツパ大陸東南端の4スタ．之ブ＝二』』ヨニロ．ツ∠旦こ上」Lユとダーダ
　　　　一一
面　　積（kmZ） 780，576 ネルス海峡を隔てたアジア・トルコからなる。　13世紀末に成立したオスマン．トルコ

人　　口（万人） 4，536　　　（／980年） 帝国はアジア・アフリカ・ヨーロツパ3大陸にまたがり、イスラム教の宗主として栄えた

Anka坦」アンカラ） が近代欧州に押され第1次大戦で敗北の結果、小アジア以外の領土を連合国に奪われた。

通貨単位 Turkish　Lira．（トルコ　リラ） 1923年7月、領土保全のため連合国とローザンヌ条約を締結。　同年10月共和国宣言を

独立年月日
発し、ケマルが初代大統領に就任、エタテイズム（国家主義）を採用、近代化を推進した。

＿独立以前

・

一一一㎜一AA
　政　　体一～¶→一一一’≡

　　■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

　　　　　一

興国　＿．．＿，　1．

　●　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　　“一〔w’→A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－→一

・　　　　　・　　　　　．　　　　　．　　　　　●　　　　　◆　　　　　．　　　　　●　　　　　◆　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　・　　　　　■　　　　　・　　　　　．　　　　　・

一一・ 愉大学経～斉研究所
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　●　　　　　　　　　　　●

通称国名 Tuvalu

■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

正元国竺L⊥’
ツバル

■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　● 　・　　　　　・　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　■　　　　　●　　　　　●

Tuva　lu

オセアニア 一　ポリネシア 及び
位置する地域 ミクロネシア 陥史 南緯5～11度、東経176～180度に位置する9つのサンゴ礁から成る。

＿　一　　一一　　一　　　一　　　一⊇　　一　一　　　　一　　一

’一 一一一一ヘー一一一

面　　積
（k田z）

25・9 1568年スペイン人が初渡来。 1892年エリス諸島の名でギルバート諸島（現キリバス）
一一一1一一一

　 一一一

＿ム．．口 （万人） 0・9 （　／979年 ） と共に英保護領、 1976年英植民地、1975年10月、ミクロネシア系のギルバート諸島と

首　　府｝一一一～一

一●ぺ

＿Fun璽畦i．（フナフチ）

オーストラリア

分離、ッバルと改名。 1978年10月1日英国から正式独立。

通貨単位 Australian dollar（ ドル）

一一r
一←一

一　　　　　一　　　　　　　“一　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　一

一一¶←一←
w　　　　←，　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匂　　　←一　　　←一←　　一

？一｝　　一一　　司　〔H　吟　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　輪一一　　　　　　　　　　　　¶　“　　一一　　一一　一一’一　　　　　一一・　一　》　一　一←’一　　　一　　＾　一甲一　　　　　　　　　，，一　　　一　　　　R　←　　←　　　　　　　　一　　≡　　一　＿　　　　r

独立年月日 ／978年／0月／日
一一一一一一一一一｝一一一 一一一一一 輌一一一ひ一一一一｝’ ＿一司｝A－｝← ｝P’A－≒

▲　　　　F　　－　　　一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　一→　　　　←　　　　　　　　　　　　　ぺ　　＿ ▼　　　W　－　　一　　　　　一　　一　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　一　　　　　一　一　　　　　　　一　　　一　　1　　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　，　　一＿＿　　　　　r　　＿　一　〔＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“一一　’一一＿

独立以前 英保護領 →　英植民地

一一一
〔”←一←｝ 一●≡

　　　　　　

一一一’
一　一一一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　．　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’》

政　　体 英国女王を元主とする立憲君主国
一一　←鴫一一一’一一一 ㎜一一一　一一 一一｝●←〆 一一｝一一一F

輪 ～　　　　→　　　　←　　　　　　一　　←　　　　　　　”　　　　　一　　　A　　　　　　　　　　　　－　｝←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一　一ヂ”　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　〔一■　　　←　一．＾　　　｛一鯵　一｝　　≡　　一一一一　　一←　　一　　一一　　≡一　　　　一●　一　　一　　一　　　　　　　　　　　　一　，，一一　　＿　　　　　　　　　　←　一，　　＿

輯A一一 ．一一 一一烏■、　”●●■⇒5　，鴫■．●●●輪一●．一句つ●A ｛・駒一’・一一w■◎一「一●《一　・一　●s⑨へ’　°埠．＾．・　s㊨’●．一’．．．●’弓・■．一一一←・・一酬口■一一一●一●一白今●一一●白画一●一■一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＿6r

通称国名 Uganda 正式国名 ウガンダ共和国 Rel）ublic　　of　Uganda

　位置する地域＿　　一　一　　一　一　←　　一一　　一｝　一■　　一一一一　　一

＿ア．フリカ＿二＿東アフリカ 1脩史 一一ヱユリーカ太陸の申央都、一赤道直下に位置する一ユ5世紀頃ウガンダの南部から＿．＿
一一 一｝一一一一’

　面　　積1＿　　一一　　　　一　　一一　　’　一　→　　一一　　　一　　　一　一　　　　一　　　一　●　　　　　一（kmZ） ＿2」6・．ρ36
一A－’一

西部にかけ・幾つカ｝り黒人王朝があったが、17世紀頃ブンヨ旺国が指導権を確；立些2＿
一一一’一，一÷

←　　一　　一　　一　一　　■一一一　A●　　　　一　　　　、｝　　　一　　　　　　　　　　　　　　｝一　一　　　｝　　　　　一一　　　　　一　　　→●

一←一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　一　　一～　　　　A　　　　　　　　，一一

人　　口 （万人） ／，362 （／98！年） その後、19世紀頃にブガンダ王国（カバカ国王）が強大とたった。　また西部には、

＿董　　庖 Kampa　l　a（カンパラ） ブンヨロ主トロ、 アンコーレの3王国があったが、英国は1893年ブガンダを、1896年
一一　　　一　一　一一　一　　一一

＿通貨単位＿＿＿＿ ＿§垣旦i皿9」シ旦三ング）＿＿一 には全土を保護領とした。 第2次大戦後ブガンダに独立の機運が高まり、英国はカバカ

独立年月日一一一　　←一　’　　　一　　　一→　　一一一一一一　　一　　　’

＿∠962年！0月9目一
国王を廃位したが、 かえって反英機運を激化させ、1955年国王復位を認めた。　独立の

一　　　　　・一　　　　　　　　　≡≡　　　　　⌒　　　　　　　『　　　一噌　　　　一　　一　　・一　　　　｛

一一 一●←一≡
一　　　一　　一一→、一一　　一　　一　　　　　　　一　　　←　　　　　　一　　　　　　　　　　　　｝一一　　　　　　　　　一一　　　　　　⇒　　　一一　　合 ←＾～→’ 　一一　｝←←　　　　一　一領＾一←一←一　　一〔一　　’　一　一　　←　　｝　一｝　w－『　　　　　　　　一÷～一一一一一＾一一一一　一一一←　　一一一←　，“　一一一’　←一一　一　一＿　　●｝＿　＿一＿＿　＿＿＿

」虫立以前＿＿＿＿
＿．英保護領＿＿＿＿＿＿＿＿ 一A－一一一戸一一一吟 一←｝

機運が高まるにつれ分離独立を要求するブガンダと他の地域との関係が問題となり、

1961年10月の協定で解決し、1962年10月9日独立した。
←一，r－｝ ｛→ ’一　　一　　　“　　　　　　一　　　一一　　ラ　　　ー　　　　　　　　→一　　　　　　一　一

≡←一一《1一
一　　　’　　　　　　　　　一　～　　　　一　　　　　　　　　チ　　　　　■一　　　’　←　一 ≡　1←　　一一　　　　　　　一一　　一一1　　　－　　　＿●　　＿

一　〔｝一一一一一一
一 一 ＝一，，’－ 一一吟一’一一r”》A

『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　　　　　　一　　　’　　　一　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　←一齢　“　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　≠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

政　　体 英連邦内の共和国
一一　　　　　1　　－　　　一一一　　一一　　　　　　　　　　　一　一　P－　　　一　　一　　　　・

一 一’
一　　　　　一　　　一　　　一　　　　　　　一　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　，　　　一 、一’一一一 、一一∋一A－←←→旨　’≡｝“｝一一s≡一一

・　一　　’　　　一　　’　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　一一　　一　一一　一←　‥　1　　｛　づ一　　一　　一　　　　　・一　　　　　←－　r－　　　　　F－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　＿＿　　　　　　　　　＿

■　　　　　　　　　　● ● ■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ・　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　◆　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　．

一 描大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　　●

通称国名　　　U．S
’・sふ圏ll三義国己レ’

　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

ビエト社会主義共和国連邦　　　nion　of　Soviet　Socialistic　Republics（U．　S．　S．　R．）

一一｛迄坦す麹也域 ヨーロッパ　ー　東ヨーロッパ
酬「一ラシア大陸のアジ馳中音瓜欧州東部にまたがる東西綱。。。キ。澗ヒ

面　積（km匂 22，402，200 5，000キロにわたる広大な地域で、世界陸地面積の6分の1を占める世界最大の国で、15の
一一←一’÷”

　　　　　一一A，一一

＿△＿」コ（万人）． 一26」．660　＿｛．Z98／年　） 共和国から構成される多民族国家で、各々民族自治体の形をなし、いつれも社会主義体制

首　　府 Moskva（モスクワ）
をとっている。　「ロシア帝国」は18世紀前半に成立。　1904～05年の日露戦争のなかで

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ ←

F一

通貨単位 Rouble（ルーブル） 革命運動が起こり、労働者のスト、農民の反乱も起きた。　ニコライ2世は「立憲政治」に
一　一　一一≡一　一　　　　一　　　　　　　　　一一→　　←　　　　一　　　一　　　　　　÷｛　一　“　一・ ＝一＿　　一　　，　　一≡　←　　吟　　　＿　　←一　　一　　　　　　　　一　　　一　　一1’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　｝ 一一一　　一｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　｝　　　一一’　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一’　　　＾一一　　一　一｝　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→◆　　　　　　　　一　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　←一　　　一　一　　一一一　　　一一　一一　　吟一　　一一＾　＿一＿一　　　一　　　，　　一　　　　　　　　一　＿　　一一　　　　　一　　⇔　＿　　　　一　　一　　＾　＿　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　一　　　　　＿　　　　　←　　r

独
立
年
月
日
－
一

転換、国会を開設、農業改革を進めたが第1次大戦の開幕を契機に再び革命の危機が深化、

独立以前 1917年2月臨時政府が樹立された（2月革命）。　同年10月24日レーニンの指導する社会主

義労働党ボルシエビキ派の革命運動が急速に浸透、臨時政府は打倒され、第2回全露ソビエト

A

大会は同25日ソビエト政権樹立を宣言した。

政　　体 社会主義共和国連邦
＿　　’　　　　　　　　r＾一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　一　　一

　　　　　　　　　　　｝－－’参『，一⌒｝
←　　　一　　　　　　　　　　　　一｛一　　　　　　　　・→　　　←一　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　一　　　一　　　一　　　　　　　一　　一一　　　一　　　　〔　一　　　一　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”’　　　　一　　　　　　⌒一一　　　一　　　　　　一　一　　一　一　一　一←｝　　一≡　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一≡　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　　　←　　　　，　一　　　　　一　　　＿

柏閃一　　帽一唱●噂甫■《匂ρ■r已◆、一●●〔師吟　　一一一　　　　　●一■●パー■ ●厨■輿●●●●司A●一●垣」■’、　■ワ　鯖同■．　戸■　いA●　一’轍●丙呼　⑳　●一令●－o●■●∩●一●一■●の■●■■■～●’w■吟　亀　●⇔　　　　　　●　“　●鳴●　　　・ρ　●　　一、’・　、1’　＾■●　輯一一一‘’．一A癌■■」●●■一一一一㊨司一■●一●一●一一一

通称国名
United　Arab
　　　　　　　　　lE式国名一 アラブ首長国連邦　　　　　　　The　United　Arab　Emirates（Damla　al－Imara　al－Arabiya）

位置する地域 中　　東＿＿＿ 陥史　　＿アラ已Z乎昆の東南端Lぺ些シセ湾の出口に点在する7つの首長国が集まって
一一　一　　一　　　　　　一A　　一一　　　一・　　一　一一　一　　一

＿　　　　　　　　　　　　，・一＿＿　　←一一　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　㌻w　　　・ 一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　≡一　　　　　　　　　．一　　　　　一　　　　　＾　　　一　　　一一’一　　　　　’〔　　　一　　一　　＿一　　一　　　一　　　一一＿

面　　積（k田Z） 83，60．0
出来た連邦。　19世紀末以来、英保護領であったが、1968年英国がスエズ以東から英軍　≡一一一一‥，一，一

一　P　　　　一　　一　　一一一一一

　一一一一一⊇

人　　口（万人） 797，000　（／980年） 撤退を決定したため、各首長国の間に独立と連邦結成の機運が高まり、1971年12月アブ

」直一．＿＿＿一 」虹．』ha厄＿（ヱゴダビ）＿

ダビなど6首長国が合体して英国との保護条約を廃棄、連邦国家として独立した。　翌　　　A－一一

＿通貨堕位＿＿＿＿ 旦ユエ垣塾」ジ2』2sムL＿＿＿．＿＿＿＿
1972年2月隣接の首長国ラスアルハイマも連邦に加入した。

一一一

独立年月日 1971年／2月
一一一

＿独立以前 英保護領

一一，一　一　一　　　　．　一　一一　一，　　一　　　一一梧　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一一　　　→　←’　　・一’　一一一　　　　一　　一1　1　　一一←　　　　　　　　　一　一←　　一　　ハ　　　　　　　ー　’　　　　一　一　一｛　　　一　　一　　　　　一　一　　　　一　　　　一　　一　一一　　一　　一可一一　　　　　一｝ザ’一｝一　一　　　一一　　“一サー　　一’一　　　　　　　～　　　　一　　⌒＾　一　一一　　一　一　一　　　一　　’　　一一　　　　　　一　　　　→一一一　　　＿一＿

一｝一一一
一　　　　　一　　　　＿　　　｝　“1　　　－　　P　　●　　　　一　　｝P　　　　　一　　　一　　一　　‥一一　一一　　一　　一　　　　　　　　　　A－　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　→　　　　　　一

政　　体 連邦構成国はいずれも首長を元首と
＿＿　　　〔　　　　　　　　＿　　　　一　一　一　　　　　　　　　　一　一　　　　←　　　　　　　　一一　　　　’　　　→

六一←一一”一一
一　　　一　　　←　　　　　　　　　　　←　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r≡■一一　　　　　　婿一一　　w　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　≡・　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　否　　｝⑳　　　　　　　マー　　一　　　　　　〔　　　　　，　　一　　　　　　　　一　　⇒　　一　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　一一　　一　　ぺ　・　　一　　一一　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　s－，　　一　　　　　　一　　＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　～≡　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　’＿　　　　　　“

する世襲君主国
■　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

一一 摘大学経済研究所
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　■　　　　　　　　　　●

通称国名 u．K．
’（Great

　Britain）
］卵己」イ三リス

位置する地域 ヨーτコツノ乳 二．非ヨニPツz㌧． 陥史 欧州大陸の西北方にありイングランド・ウエ＝ルズ・スコヅトランド・．マン島・
一　一　一一　　　一　　　　　需一　　　A－一　　晋　　一一 一一→一一

一 “一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝
面　　積一一’←一←一一←

（km　2）　　一一

222どρ2・000
一一一一

海峡諸島及びアイルランド共和国の北に接する北アイルランドから成る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一≒

＿△＿一且（万人L ．5・重亙3＿ ＿し∠9．8／年＿）．，
一一一　　一←⇒　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　一　　　　　　←　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　一　　　　一　　　　　　’一一　　　一　　　　　’　　一　　　　　　　　　一　　一　　　　　　1＿　　　　　　　＿＿　　　1　　＿　　　　　　　一　＿　　　　　　　一　∨＿　　　　　＿　　　　　　　　←　　　　　＿　＿

首　　府 London（ロンドン）

’一一’一一　
　

一　　　　　’　　　　　1　　－　｛　　　　　，⇔　一　一

一一｝ P－’
一　　　一一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　一一　　　　　　　　　→　　　　　　　→　　一　　　皿　　一　　　←一　一　一　一　　…一，　　～一一　　　　　　　→　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　一一　一　　　　一｝　　一　　　　　　　＿　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　r　　一

通貨単位｛一　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一一一

上ou旦ぱンド・封圏
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　砺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　一　　　●　　　　　　　　　　一　　　　　一’ 一 ＾　一　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　一一　　一一～－1　－→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　旛　　　　　　　　　　　一　　一一　→1－　一一｝一一　一　一一　＾　’　　一　　　づ　一一　　一　　一　＿　　　－　＿●　　　＿，　ニー　，←　　　一　　←＿＿＿一＿　●＿　　＿　　＿　　　参　　＿　　，＿一　　　一＿　，　　　＿一＿

独立年月日
一｝■一一’一一 一A←≡一 ”一∨’

←　　　　　　　　　　　　←　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　A－　　　　一一　｝　　　　　　ター’

〔”〔≡→ ｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’←・　　　一　　吟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一◆　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　　　　ラ　　　　　←　　　　　　　　　　一一　　一一一　　　一〔一’　　　　＾一～　　　一　一　一　　　一一　＾一　　　一←　　　　　一　　　　一一　　一　　　　　一　　　　　　＾〔　，　一　　　　　一’＿　＿　　＿一　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一

独立以前
一

政　　体 立憲君主国。 （国王は英本国及び海外
←P－一一

一 ’

属領、英連邦 （インド・マレーシアを

一一一一r－一一一　 一一一’ 一一一
＾”　　　　　　　　　　　　　　　　〔　　　　　　　一　←　　　一　一’　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一　　←＾｝　　一　　　　一　　　一　　一　　　　　　　　　一　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一＿　　　1＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　

’

除く）の元首である。 然し国王の主
真の主憲は議会を通じ権は名目的で、

て、それぞれの国の国民にある。）

一 一●軸頃国■冶●■、●㌔■●、Aひ“■、●●s●」一　｛■」“●心一一■●，●一●r自一、◎A●　●　■．．●　’　句■　頃　●・一．吟ユ’舗　　〔A．、●’　一●　　　　　　　　　　　　一●一■一●●●一一●一・一

通称国名 U．S． A．（America） 正式1到名 アメリカ合衆国 United　States　　of　America

位置する地域 ＿ヱ刈．カ＿二＿北ヱメリカ＿ 順史 米国杢土巡工丹L（鎚at皇§L｛ζ、＿19墾垂、」9旦坦ζ香型tlに昼格レ1ζZラ丞力＿＿
一一　　一　一　　　一　　一　．一　　一一一一

面　　積 （km之）
9，363，／23

とハワイを加えた50州からなる連邦共和国である。　外領にはプエルトリコ、バージン諸島、　　一円一　　　一　　’　r　　＝一　　一一　　　　　，　　つ　　一　一一　｝　　　＾⇔

一 一一一一｝一一←←一 一　　一　　　一一　　一　　一一一　一　　一　一　＿　　＿一

人　　口 （万人） 22，98！
（／98／年）　　　一一1一一←→｝一

太平洋のサモア、グアム、ウエークなどの諸島及びパナマ運河地帯（Canal　Zone）がある。

Washington （ワシントン）
この他、 国連の信託で旧日本委任統治領南洋諸島の約1，100の島々を統治している。　太平洋

の信託統治領マリアナ諸島（サイパン、テニアンなど14島）は1975年6月の住民投票で米自治
＿通貨単位 」昼＿迦11壁」1旦」辺レL＿一一＿＿＿

一一

独立年月日 ‘

／783年
領編入を決めた。　1492年のコロンブスのアメリカ発見以後、西欧人の開拓が姶まった。

＿独立以前≡＿＿ 英国植民地
1776年7月4日ペンシルベニア州フイラデルフイアで開かれた大陸会議で、東部13州代表が　　　　　　｝一一一一

，一←｝

独立宣言を採択、1781年の英軍の降服後、1783年英国植民地からの独立が認められた。
一一一一

…　　一　一　一　→　　　　　　　　　一”　　一＾　　一｝　　　一→　　一　　　　≡　－　　　r　　｝｝←　　←　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－｝晋一一　一一　　●一　一　　　　・’r＾　　　　一’　　一一＿＿

一’一A←一＿’

＿一一

一　一　　｝　一一　　≡　　　　　一　　　→　，　一　　　一≡　　　一　　一

政　　体 50州とコロンビア特別地区（首都ワシ
一　　一　印一　　一　　一　　　　　　　　　　一　　一一 〔一A一

サ

ントン）からなる連邦共和国　　　　｝ 一一一

●　　　　　　　　　　　■ ■ ●　　　　　　　　　　　● ●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■ ● ■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・

一一 橋大学経済研究所
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　■　　　　　　　　　　●

通称国名 Upper
■　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　■

　Volta Il三竺」
●　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　■

オートボルタ共和国
●　　　　　　　　　　● 　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　・

R6publique　de　Ilaute－Volta　（Upper　　Volta）

位置する地域 アフリカ　ー 西アフリカ 陥史 11世紀からモシ族の王国があったが、他部族の侵略を排除するためフランス
　　　・一　　一　　　一　一　　’　一一　　　　一 一一一一一 一一一

一　　　　　　　　　　　’←六　A’　　〔　←

r－’←｝⇒一 一一　　　A－〉’一一ぞ

面　　積
（km　2） 274，200 の援助を求め1896年フランスの占領を許した。　1946年仏領西アフリカ連邦に編入。

一　　　一｝　　　一　　一一　　　　←　　　　　一一　　　　　　　　　　一 一一 一一一一≡’⊇｝一 A－一一←一 ’一一＿－1

’一 甲A〔｝－r〔←一＿
一　　　　　　1　　　　　　　－’　一　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　噌　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　一　　　　　一　　　一，一　　　　　一　　一一　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　←　　　＿

＿ム＿＿」コ」万△L
一

ヱ019＿＿旦旦一ε！呈．
L＿

一一一’香一
一　　　　　奉　　　，　　　　　　一　一　｝丙　　　　　　　　　｝　　｛　一　　　　　　一　　　　　　《　一　　　〆

1958年9月の仏第5共和制国民投票で、同年12月11日仏共同体内の共和国となり、国名　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　一一，プ　　　＾一　　　　　　　　　　一←　　　　　　　　一　　　　　一一　．　←　〔　　　　　一＾　一’一　一　←一一　　｝　　　1　　－　　　　　　　F－　　　一　　一一＾一　　一←　一　一一　　　　　　　　“　　　＾　　　　＿　　　　　　　　＾　　　　　　一＿

首　　府 Ouagadougou （ワガドウグ） をボルタ共和国と改称したが、1959年の新憲法で原名のオートボルタ共和国に戻った。
一　’←一一一一一’一｝← ’一一一ター一⊇

一s←一
一’≡一一 一一 一A一通

貨
単
位
一
一
一
’

Franc（フラン）　一A－1

”
←

1960年8月5翅虹、 ヤメオゴ大統領がボルタ亘主連合＿＠YΣ＿にょる独裁イ本制を承いた。＿
独
立
年
月
日
A
↑ ／960年8月5日

独立以前 仏　領

一一一｝ 一 一一 1

政　　体 共和国
一｝一一一一←←一一一 →一 一　　　　　　　一　一→　　　　　’　　　　一一　　　←一’　一　　一一一＿　　一　　・←

一一　｝一　　一一一一　一　｝一　＿　　　　＿　　＿

A－●●“一　　　・ ●■■丙●■●臼■垣■■印向●1回㌔●s一脚領隅一●笥」治ρ●一 一●】の鵬ヨ■■■●●●⇔●●●口●一⇔・」匂・◆・　　－s・、、‘・冶．ら、悼・占已〉」“か白吟．●・’　　一・一一一’・一吟司P＾●一一＾●．●←■㎏一，●一陶■●一飼一一一一鋼一w－　　　　　　　　　　　　　　　●＿■＿●ヰ

通称国名 Uruguay 正式国名 ウルグアイ東方共和国 Rep丘b　l　ica　Ori　e皿tal　del　Urugllay　（Uruguay）

位置する地域 アメリカ　ー 温帯南アメーリカ 順史
＿
南米太陸の南東部に位宣る．。＿」624年ス巫ンムが入植＿スペ壬ン、＿＿＿＿＿

一　一 一　　一　　一⇒　　一一一　　一一

面　　積 （kmZ）
／7612／5 英国x アルゼンチン、　　一一 ポルトガルの各領を経て1821年ブラジルが併合したが、

人　　口 （万人） 290 （／980年） アルゼンチンの支援で1825年独立を宣言、3年間の戦争の後1928年8月25日独立した。

＿芭一＿＿＿＿一 」｛唾皇亘趣Lぽ、ンテビデオL＿＿

⊃重貨璽位 New　Peso （ニュー　ペソ）

独立年月日 ＿／遷笙工屓2上日＿
一

」虫立以前 スペイン　→ 英国　→ アルゼンチ’
一

烏

→　ポルトガル の各領

一 一●・．一’一一一一一一一一，R ＿一一・一A－一≡一
｝一

一～≠・◆一輌
＝　｝　　　　　　　一　　一　A　　　　　　　　　＾　　一　　　　　　　　　一　　　　　’　　　一一’　≡　F　　　　　　　・　F　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　’　　　－　　1　　　　－一　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ＿　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

政　　体 共和国
一一　　　一一→　　一　　一　　一一一　　A　　　　　　　－　　一一　　一　　　一　　　一一一　　’宇

　1←・一・　
一　←　　　　一一　　　　一　　　　　　一　　　一　　　一　、　　←　　一　　一　　←　　　一　　　　　　→　　　　　　←

一一÷ 一｝一一一一「一一一一 1－一一
一　　｝　　　駒、＾　　　　一　　　　　　　　　　　一　　・　　　一　　　　　　・　用吟　←　’一一一　　　　　　　　一’一≡　　　　一一一一　一　　一　　一　　一一　　　　　　　　　　　一　　　→　一　　　　　　’一一　　　　　←一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　婚　　　　　　　　　　，＿←　　　＿

・　　　　　　　　　　　● ■ ●　　　　　　　　　　◆ ●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　● ● ●　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　　　　　■ ●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　倫　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　・

一 愉大学経済研究所
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　●　　　　　　　　　　●

通称国名

　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●

Vanuat　u 1　●　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●

正式国名　　　バヌアツ共和国
　・　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　・

Republic　　of　　Vanuat11

略史位置する地域＿一　一　　一一一　　一　一　　一一　　　一一　　　一　　～　一

面　　積（kmユ）一　　　　一一　　一一　→一一一一　　一　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　　　　　一一一

＿ノL＿」コ」万△L
　首　　府一　　’　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　一’　　　　　　　一一一　　　　　　　一　一一一　　　　　　一

　通貨単位

．．オ迄ア三ア．．三　メラネシア　，＿＿．．

一互Z⊥ε0．0－＿　　．　．　　，．．

＿∠．∠＿＿＿＿一＿＿（二．ノ979年．L　－一＿

P・rt　vila（ポートビラ）（芒Pa加即

　　　　＿　　南緯12～21度、東経166r三171度の地域に北から南へ鎖状に連なる約80の　＿一

．

　島タヵ）らなる（最木g～島はエスピリッサント島）。　ろづインの航海家キ「ロうが1606年　　．

　　初渡来。　1774年到着したクック船長によりニューヘブリデス諸島と命名された。　一　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一　一・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　一　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　’　一一　　　　　　ラー　　〔　　　　　一　　一　　　←　一　’　一　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　一

．＿1釦C年英仏の共同統治下に置かれ1ζ。＿1g担年自治政府を樹立。＿エスビリッサント島＿

　　とタナ島のフランス系住民は1980年2月、分離独立を宣言して武装抵抗したが、1980年

｝］匝ξτ｝訂通1「『d前1亘r… （オーストラリデ

　独立年月日一一　　　一一一　　1－　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ　　　A　　　　－　　一　　　一　　　　　　　　一　　，

独
立
以
前
一
’
一
一
｝
一
一
一
　

　　　　　　　　　　　　　　　　ドπハFNH（ニューヘブリデス・フラン）一寸1981年r月以降新バヌアツ通貨導大）一

　／980年7月30日一　　　　一　一　　　一，一　A　　　　　　＿　　＿　　　A　　　→　一　　≡一　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　－　　　　　　　≡　　一　●　　　　”　　’　　¶

英・仏の共同統治

　一一，｝一一

一　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　大統領制

　　　　　　　　　　　　　≒　　　　　　一　　ガ　　　　ー一　　←｝　　　　　　旛　　　＝　≡　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　←一　｛一・　一　→　　一一　　　　一一　　　　一　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－P｝一’｝　→－
　　7月30日予定通り独立が達成された。　　一『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　’　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　鴨　　　　　　一　　＾　　一〕　　　一　　　　　　　　　一　　，　　　　　　　　＾　≡　　　　一　一＿　　＿　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　＿　　　　　一

　　　　　　　　　｝一一『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

←　　艸　　　　　　　　　　　　　　鍾一　　　　　　　　　　　　　　’　一　一　　　　　　　一←　ラ　　，　　　、析　　　｝　　　一　　　　一　　　　一　　　一　　　一一　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　甲一　　　　　　一　　　　　’　　　　　　　　一　　一　挙　一〔一一　　←＾　｝　◆’一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一＿＾　　　←　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　一→一　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一｝　　－　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　－　　　　　　　　　’

政　　体

通称国名

　　　　　　　　　　　　一⇔蝋一一－、1

Venezuela　　　　　IE式国名

・

ベネズエラ共和国

一凋南田曙」一●■r鱒●已uの●●レ♂P・■●面●●●一ボ　ワ司ぽ∨ ｛｛輪■心●■●●の一●　｛●●」　　●．■●　　’■s・・“●．ぐ●．●　●〉■　h　夢一一■、●’サ⇔一●一一、一●一一一■一一■・一・－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J

　Rep‘blica　　de　　Venezuela

位置する地域 アメリカ＿二二＿1熱帯南アメリ．力 陥史
＿一　一　一一

　面　　積 （kmZ） 　9／2，050－一一一　一

で発見、スペイン領となる。

盛米太陸の北部』力旦ゴ海匹面する一Ω．一」49堕里≧二Zスが第3回の航海＿．一＿一．

　　　　　　　　　1811年7月5日、スペイン総督を追放、独立を宣言した

人　　口（万人） ／，39／　　　（1980年） が翌年スペイン軍に大敗し独立は達成出来なかった。その後、革命指導者シモン・ボ

Carac旦」口1ユ泣ス）＿＿＿＿＿＿
リーバルは2回目の進攻で1819年ニュー・グラナダ（現コロンビア）解放後、現在の

＿通貨巣位 ●

逮り一バ」L

一一一一

エクアドルを含めたグラン・コロンビア共和国を樹立した。　1821年マラカイボの

独立年月日 ！830年
スペイン軍を降してベネズエラの解放を確定した。　1830年ベネズエラとエクアドル

　　　　一
＿独立以前 スペイン領

が分離独立を達成した。

一一

参　一照一：　Colombia
一一’ 一

一　一｝一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　政　　体一一　　÷　　A　　－　　　　〕　　　一　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　’

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◆

　　　　　　　　一一’＝一“一A－一一一

一←一ヂー
立憲共和国一一一〔’w－一一

　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　■

一一一一→一’一一

　，

　■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

づ≡　　㎜　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　　づ　　　　，　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　◆　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　◆　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　⑨　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　．

一 楯大学経済研兜所
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　●　　　　　　　　　　●

通称国名

　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　・

Viet　Na孤　　　　正式国名

　●　　　　　　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　●　　　　　　　　　◆

ベトナム社会主義共和国
　●　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　◆　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　．

Socialist　Republic　of　Viet　Nam

位置する地域 アジア　ー．東窮アジア＿＿＿＿＿ 陥史
一一　　一〉　　一一　S　　一一　　　≡一　一　一一一

　面　　積（km）

・一｝－

　329，5《≦6
　　南部は旧コーチシナ），一一←一『一一一一一一一’一一一

＿＿イ之ゼシナ半島の東半分を貞める．（北剛旦旧トンキン主重音腿旧アン才≧x＿＿

　　　　　　　　　1884年以来フランスの保護領であったが、1945年ホーチミン
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　一　　　一　　　　　　　一一一　　　　一　一一　　　一一

＿△＿」コ＿（万人L
首　　府｝一一一一一，一≡一

　　　　　　一“一，一A

一→ →一一　一　　｝

．＿＿＿＿＿一．2＿．　　　　　　　　一一　　一一　一　　『　　一一　　一一一’　一　　　　　　一　　　一　　　＾一　　←一　　　一・一帽’｝一一一　～　一　　一｝一｝一　　　一→→　　　〔　　　　，一　　一　　＿　→　　　’一　一　　　r’　　一　　一　　　　一一一＿　　　　＿　　　　　　　＿＿　，＿

　　　　　　　　　　　　　　その後フランス、アメリカの介入によるF－一一一一一一一’一一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　≠　一　　　｛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一A　’　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　（1954年のジュネーブ協定で北緯17度線を境に　“｛～←一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　　、ベトナム社会主義共和国となる。
通貨単位一1一一一一一一一

　独立年月日一　　　　　　　　　　弓　　　　一　一　　　　　　’　　一　　　　　　　一　　“　　　　一　　　”　　　←　　　　一　　一　《一

独
立
以
前
　
一
一
一
一

　　　　　　　｝　　　　　　　，→　　一一　　一一㌔　　　一　一　ウ　　　　　　ー　　　　　　｝⇒　　　　一　　　　　一一

＿．．五⊥色9互一＿（ノ98／年一｝＿．

．旦n・i，．（ハノイ）．

　Dong（ドン）←　＿　　●　≡　　　　　，　　，　、　　｝一一　　　　←　　←　　　　　　　　　　一　　　　　一　　一　　　　一　　　　　　　　一　　一　　　　　　暢　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　’　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　汽

　／976年7月（南北統一）r＿　　，　　r　｝　一　　　一一　一　　　　　　　　　　　　　’－　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　－　｛　　　　　　　　　　　一

　　　　参照：　略　史

　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　｝一｛一一←一一一←’

　　のもとにベトナム民主共和国として独立。一’”～r－一

　　政変を経て1976年7月南北統一が成り一一一

　　南北に分割された）一一　　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　一一　　　一一　　　　　　　　　　一　　　　A　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　一一｛　　　　　　一“一　　’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　1＿一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　＿

　　一　　｛　　　　　　　・　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒

，一　“卓一｝
　　一一一一一一一一一一〔吟一一

｝“一　　　1－一一　　　一　　　　一　　一　　　一　一　　　　　　　一　　一　　　　　一　　　　　＿　　＿r　　　　　＿　　　　　　　　＿　　－　　　　　　　　1－　　　　　＿　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　→

一　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　〔　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　　一一

　　　　　　　　　　　　　　　　｝一一一一一一一…一　一一一

政　　体 社会主義共和国

一‥一←一， ≡　　　　　　→一　　一　　一　　一’一　　　一▲＾　　一　〕　一一　　　一　　　　　　　一←　　一　　一，　　一　　　一一　一　　一一　一　　　一　　　　一　　　一≡　　　一　　一一　一一一　一　　　　　　＿　　　一　　　　　一＿　＿　　　＿－　1－一＿　　　一＿＿

通称国名

　　　　　　　　　　　　一P－●・－
Virgin　Islands　　正式国名

一 　　　　　　　　⇒、の■ぜ崎■■吟’、凸づ⑨．・・“」■“⑨一■“一一

バージン諸島（米　領）

s戸、●鵠■但●一■●●■一一●吟∨唱■頃周」●←一一　■錫旬、一“■　⑳s．」w‘．心〃L吟一の　、“払’r∨一」　　　　　　　　　　　　　・＿■晦●一一●＿＿一■」．＿

　Virgin　　Islands　of　The　United　States

ll搭史　位催左する地域一一　一　一　一　一一　　一　一●　　　　一一一

面　積（k皿z）

一ヱメ」リカ＿＝＿カリブ海一＿＿

＿3二4．5＿．＿＿＿一　＿．．

　12　　　　　（1979年）

米国領。

一プ聖しヒ旦コと小アンチル列鳥の間のバージン諸鳥虫〉．重都の約50の島が＿＿＿

　米国が1917年デンマークから買収。

人　　口（万人）

・一一　　　　　　　一一　，　　　｝ 　一テ＿＿　　一　一　　　一　　　一　一一

一　一　　　一　　一　　　　　　　　←　←　　　一＿　≡一A’

一・一一≡一，一一　　一芦　“　　　　“　　　　　　一　一一　　　→　　　一　　　～　　　　A　　　一

A　一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡～一一

一凸一　　　　　　　　　一A－一　一

上＿」董
　　　　　　　　　（シヤーロット＿叉血a1ユΩ土t£　」㎞ali且＿＿＿＿＿．　Zマリ）

一

一

U．S．　Dol1虻一（米上こルL＿＿通貨堕位一＿．＿．一

　独立年月日

一独立以前
←一一一←

一←一一一→『一 ～一一テー一　　一錫一一｝　　｝　　～－　　－一

　政　　体＿＿　　　，　　　　　一　一一　　一　一　　　　　　一　　　一一一

　　●

　　一一“一一一一

　　　一一

●　　　　　　　　　　　■

　　　　　　　　　←．一，｝←．一一一一一一

A－・一一｝’｝｝P．一一P－1－一一一培”’一参≡¶
米国下院に代表（投票権なし）を送一　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　〔　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　一　　　ヂ　　《一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　｝　一

　っている　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　●

　　一｝一一，｛一

　｝一一一r－

　■　　　　　　　　　　●

　　　　　　　●　　’　　　　　一　一　　　一　　　A　　一一一一・　一’一一　　一　　・　A　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　≡　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一←　　｝　一　一　　　一一一一　　一　　｝一一　　　　一　　一　　一　　｝一　　一一一　　　　＿　　　＿　　　　　＿　一A　　＿　　＿　　　＿　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　　　　一一　　　　一　　　　　一一　　，　　　　一

一一　一　　、　　　　｝一　　　一一　≠　析　　■⇒　　　　　　　　　　　一一　　　　　＾　　　　　一　　　一一　　　　一’一　一　　駒一　　一｝一　　　一　　　　一　　　一　　　一　　　’〔←一　　　　　　　　　　　　旨　一一一　　　　一一　　》一　　　←　　　　－1w－一　⇔　　一　　　　一　一一　一　　一　　←　一　　　一　一←　　　＾　一一一一一一一　　1　　　　－一　　　　　　　　　一一　　＿＿　　　　　一　　一一　〉一　　　印　　　　　　　　一＿＿　　一一←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡◆s－←一

　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　●

一 橋大学経済研究所
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通称国名 Western　　Samoa

位置する地域

面積（km名）

＿△＿＿⊆し（万人L

首　　府

通貨単位

独立年月日

独立以前

政　　体

　　　　　　　　　ポリネシア　及び
＿オ玄ヱニア＿二＿　　ミ．クロネシア．＿

2，934

一L5』」≦L．＿（ム9．81年．＿L

Apia（アピア，ウポル島）

Tala（タラ）

　／962年／月

　　　　参照：　略　史

英連邦加盟の立憲君主国

通称国名
Yemen　Arab
　R 正式国名

⊥－1s一
ニュニジ三ランド北東約2，goqキロ、一南績坦≡15度、西経168～ユ73度の南太平洋

上に点在するgp口島から成り》一互バイ、一ウポルの2島でほぼ全面積を占める。一束サモア

（現米領サモア）と一体の王国であったが、　19世紀末になり、　ドイツ、英国、米国の

3国の統治を経て、1889年西サモアはドイツ領、東サモアは米領になつ1ζ。　西サモアは

第1次大戦でニュージーランドが占領後委任統治領になり、第2次大戦後は同国の国連信託

統治領となった。　1962年1月南太平洋の申で最初の独立国となる。

参照：Sama（Anerican

位置する地域

面　　積（kmユ）

人　　口（万人）

」一［＿＿＿
＿通貨単位．＿一＿

　独立年月日

＿独立以前＿＿＿

イエメン・・アラブ共和国ロヒィエメ　1Jumhuriya　al　Arabia　al　Yamniya（Ye鵬n　Arab　Republic）

＿守L＿東．．＿．＿＿＿．

　！95，000

593 （／980年）

Saガa（サヌア）

Rial（リアル）

参照：略　史

政　　体　　　　　共和国

ll6史　＿＿＿ア豆遣ヱ圭島の西南端に位置宣る、＿紀元前鉋～525璽⊇≧旦てLj已△、＿＿一＿＿

　ヒムヤル王朝の下で栄えた。　6世紀にエチオピアの支配を受けたが、イスラム勢力が

これに代った。　1918年トルコが撤退、イエメン王国が成立した。　1958年アラブ連合

と連邦を結成したが1961年に解消、1962年クーデターで共和政権が成立した。

一 橋大学経済研究所
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　■　　　　　　　　　　●

通称国名

　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

Ye聯ub了icD・　　IE式国名⊃イごメン桓亘共口国’』ノJ惜；｛誤㌦罐til1＝｛ぎt’ζ釜爾畑嚇”

位塔する地域 中　　東 陥史　　　アラビア半島の南端部に位置する。　15世紀末、アデン｛まインド洋と紅海を結ぶ
一一■　s－　　一　　　　　一一　　一　　　一　　　一一　　　　　r　　　　　　㊨　　■

一一一参
，

面　積（km2）一一一A

287，683”一．

．

　中継貿易港として繁栄した。　1538年オスマン・トルコがアデンを征服。　1839年英国は

．．人．口（万く） ／97　　　　（！980年 ） ラヘジ土侯国からアデンを割譲させ、1853年以来自由港となった。　1937年アデンは英国

首　　府 Aden（アデン） の直轄植民地となる。　1963年1月英国の保護下にアデンほか16首長国加盟の南アラビア連
一一一一←”， A， 一一 一

通貨単位
Dinar（ジナール）一　＿　　A　，〉一　　一一一一一　　　　　　“　←　一　　　　≡　　，　　一　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ←　　　　　　一　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　｝　ぺ　　　　　　　，

一～’・～〔一一一一

＿　．邦が成些＿呈口灸亘握醒放戦垣一帆㊤」ζ」］「そ連邦政府王統派打倒・対英独立運動が活発
一一一　　　一一　　一　　一　　　←一　　　　　一　　　　　一　　　　　｝　　　　　一　　　一　　←　　　　｝　　　←

一　　一　｝一≡→　　　　　一　　　　一　　一一　　　一　　A－－1　　　一　　　一一＿

独立年月日
1967年　　　　　　〒　　｝一■　　　一　一　　　　一一　　　　　　一　＝一　　一　　　　　　　　　F〔 　　化し、1967年NLFは「南イエメン人民共和国」の独立を宣言した。　1970年11月憲法を制定、≡一　　一　　　　一｝　　一・一　　　一｝　　一一　　　　’一｝　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　一一一一　一　一　　　1　　“　　　　　一　　　一　一一吟　　　一《＿ウ＿

一　　　一　　一　　　　一一　　　　一’一 一｝一～一一F ｛　一　　　　　一　　｝　　一　　一｝一← 一　　　　　　　　一　　s　　’　　　　　　■　　一　一一　　　’一　　　　　　一　　　　｛　　一　　　一一　　｝一　　一　　　　　一　　　　　　　　　　一一一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　←～一　　　　　　一　　　　⇒一　一≡　　　　　一　　　　　　一　　　＿一　　＿＿＿

独
立
以
前
’
1
一 英植民地 国名を「イエメン人民民主共和国」と改称した。

←一’

→F一
一 一

一一＝一一一→”　 一一一←一
一’ 一　　一’一　　　　’　一　　　　　　　　　〔▼　　w“　　＾　　　　　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾　　一

政　　体　　　　一　　　一　一　　　一　　’　　　一一｝　　　一

共和国一’一甲－÷一一兵1－一一．パ’“．’一一←

…　　一
一一≒一　司≡梧一　　一〔　　一・　　　　　一　　　　　・一　　　　●一　　　　　　　　’　　一　　　　　∨　　一｛

通称1玉名

　　　　　　　　　　　　一一，一一
Yugoslavia　　　　正式国名

一　　　　　　　　㊨qロ■■問一一■．一一｛一●一●●・●●司】　　　　　　　●鈴●●■恒頃●酬●●■一一一’一　●●・丙・■◆●●　即　●●●，・一の．一…　“●●、●の噛已⇒●　　　　　　　　　　　　’．一一●●●■一■一一一＿＿●●＿一一＿

　　　　　　　甚ユーゴスラビア社会主義連邦共和国ocijalistiε㎞Federativna　Republika　Jugoslavia

＿位．置丈亘聖塑i＿＿ 」ニゴユ叉パ＿一　南ヨー二旦艶パ 順史　　　バルカン半島の中・北西部と申欧にまたがつて位置する。　6～7世紀に移住して
一一

面　　積（kmZ） 255，8．04 来た南スラブ人の国で、14世紀前半に大セルビア王国として栄えたが、15世紀半頃トルコ

人　　口（万人） 2，252　　　（1981年） の属領となり、1815年トルコの宗主権下でセルビア自治公国が成立。　1878年にはセルビス

B哩ad（ベオグラード） モンテネグロは王国として独立。　第1次大戦後の1918年12月南スラブ諸民族を結集した王

＿通貨堂位≡＿＿＿ Dinar（ジナール） 国が成立、1929年1月「ユーゴスラビア王国」と改称。　第2次大戦の1941年4月11日ユーゴ

独立年月日 参照L…」且史 軍は降服、国王と政府はロンドンに亡命。　1943年ll月臨時政府の国民解放委員会が成立、

」虫立以前
連合国の承認により1943年3月チトーが首相に就任、11月の制憲議会で連邦人民共和国を宣

一一一’P＞1

言、1946年1月社会主義憲法を制定し、1963年4月国名を社会主義連邦共和国と改称した。

一　一一　　…　　　一　　　　、　一　　一　　　一　　→　←　　　一　　　一 一停←一一“一一“1－｛ 一’一←’ 一　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　≡一　一　　　　　　　　　　　　　　≡　w－　　　　　　　－　　　　　1　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　一ウ　　　　　　←　　　　　　　　一　一一　　　　　　　　　　一　　　r　　－一　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

政　　体 社会主義連邦共和国（6共和国で構成）
一一←一　　一一一　　＝　　　←　　　　　　一　　一　　　　　｝　　　　　　　　　一　一　　　　　， ’一

（セルビア共和国内にボイボジナ、 一A
’←　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊆　　　　　　　　　　　r

■　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●
コソボの2自治州がある）．

● ．　　　　　　　●　　　　　　．　　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　　・　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　◆　　　　　　・　　　　　　・

一 橋大学経済研究所
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通称国名　　　Zai「e

位置する地域

面　　積（k田2）

＿△〉＿」コ」万△L

首　　府

　通貨単位

　独立年月日

　独立以前

政　　体

通称国名

●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●

re

　■　　　　　　　　　　●

正式国名

　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●　　　　　　　　●

ザイール共和国
　・　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　　■　　　　　　．　　　　　　　・

Republic　　of　　Zaire　（Republique　　du　Zaire）

アフリカ　ー　中部アフリカ 陥史 アフリカ大陸中央部、ザイール川流域に位置し一部大西洋に面している。
一一一～

一2，344，885

Kinshasa（キンシヤサ）一・一　一　　一＿一一　一　一　　　　　一　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　　一　　　、　←’　　　　　　　　　　　　－

Zaire（ザイール）

＿一　　　一一　　一一　　一一　　　　一　一　　　　一←一　　一A－　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　　　　　一　　　　　析　　　　　’～　一一　　一　　｝‥一→一一一一

＿
み82－8＿＿⊥ノー9－80幕L＿

　　　　　　　　　　　　　　　→一一　　　一　⇒　　←　　　　　，

　　　　　　　　　　　一　　　参一　　　≡　　一　　〔　　　　〔一　　　　　一　　一←一’w－一　　一　■　一一一

＿　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　一　　　一＿’　　一　一　一一｝　一一一｛一一　←　　一A　　　＿一　　A＿　　一　　一　｝　　　　　　一　　一

ラー一＿一一一一｛一一，→一一｝A一一◆一一一一一，｝一

一　一　　A　－，＿　　“　　　　　　　　　　｝一　　　　　　　　　　　　　一　　一一　　　一　　　　　　　　　　一　～　　一←　　－　　s　’　　一　　　●　　’　　　　　，　　　一　　　　　　　　巳

　　カタンガ（現シャバ）

＿」』17世紐ζか旦コンゴ古王国が栄～し1ζ。－1885年型Lぶ二国王レす丞ILド1世は国王　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　－　　　　　　　一　一　　’　　w　　一　　一　　　一　　　｝　一一≡一一一一＿一一

　　の私有地としてコンゴ自由国を発足させ、1908年ベルギーの直轄植民地となる。1950年代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝一一　一　｝　　　一一　　　　｝一　　一　　一　　一一　　病一一一　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　’　→　　　r　　　　　　←　　一　　　　　　　　÷　　　一＿

　　後半から独立運動が活発化したため、ベルギー政府は独立承認へ傾むき、1960年1月の　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　　　　　’一．一　　’　　一一　　一　P　　　　　　　　　　　　　　’一　　　　　　　　　　　　　一一w－，一≡｝一一一’一｝　　　　一　一｝一　　　，　　　一　　　一　一一　　　　一　　　一　　一一　一　　　　　｝　　÷　　←　　　＿　　　　　＿一　　●　　　一　　　＿　　　＿　　　　　＿＿

　　ブリュッセルでの円卓会議を経て同但6亘0日ヨ≧ゴ些型里旦して1躯し已］L固年7月＿＿

　　　　　　　　　　　　州が分離独立を宣言した。その後5年間に及ぶコンゴ動乱が起こり
／960年6月30日一～一’÷一＿一一A－一一一一一

ベルギーの直轄植民地

　一　　　　　←　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　’

＿み　　　　　一一　　　一●　’一　　一一　　　一　一　　　．

共和国

A－←　　一｝　　　　一　　一　　　　一　一　　一　　一

　一一一参〔一→rF＿，Aひ一一一一｝一一一一一一一

　　　　　　　　　　　

一一，一●一一一，←一一｝←一A－．一

’　　　　　　　　　　　一　一　一一　一　←　　　一　’一　　　’　　　　　一　一一一　一一　　　　　｝　←一一　　一一，一一　　　｝　　　　　一　　　←　　　　　　　　一一　　　　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　＾　　　　　チ　　　　　ー　　　　　　　　’　　一一一　　＾　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一一≡一　　　一　　　　一　　　÷　一一＿　＿　　＿＿　　　＿　　＿　　　　一　　一　＿　一　　＿　，　←　　　　＿1　　｛

　　1967年6月新憲法制定で国名を「コンゴ民主共和国」と定めたが、さらに1971年10月ザイ　　　　　　　　　　　¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　一ル共和国と改称した。　（旧、コンゴ民主共和国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

一’　　　　1　　“　　‥　　＾●←　　　　一　　　　　一一≡一　｝　←　　’一　　．　←’　　　　　一　　一　一　　　合　　¶　一一　　亀　一甲　　　一　一＾　　　　　　’　　　一一　’　一　一　　一一≡　　　　　｝～　一　　　一一　　　一　　　　一　　＾一・一　一一　　　　，一÷　一一　　～　　　　一　一　一　　　一一　　÷　一　●　　　　　＾　r一　　一　一　　　一’　　←　一　　　　一r　●　　⇒一⇔　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　　　　　　＿　　＿　　　一一　　　＿，

r－一一釣一　一一一｛’一 向一一一一一’例一一軸一一r－⇔一一嶋’脚一一一一”＾”…”‘’｛…’◎…〔口’～⇒’一一　　　　｛一　一一…　一

Za姉ia 正式国名 ザンビア共和国 Republic　　of　Zambia

位置する地域

面　　積（k皿之）

人　　口（万人）

’

　単位

独立年月日

政　　体

＿ヱニ2ユ⊥カ＿二ニー東ヱフ，リカ．＿＿＿＿．一＿＿

752，6！4

596 （！98／年）

Lusaka　（』し立22L＿＿＿＿＿

Kwacha（竺＿．

2＝里∠」2且2坐」ヨ

英保護領

英連邦加盟の共和国

陥史 アフリカ大陸の中南部に位置する。　英国の探検家リビングストンが1850年代

に踏査。　以後鉱物物資に目をつけた英国が進出、1889年南ローデシア（現ジンバブエ）

と同様、英国の南ア会社の管轄下に入り、1891年英保護領となり、北ローデシアと呼は

れた。　1953年南ローデシア（現ジンバブエ）、ニアサランド（現マラウイ）と共に中

央アフリカ連邦を結成。 その後、1963年12月連邦の解体決定と同時に独立が認められ、

1964年10月24日独立した。　（旧、北ローデシア）

参照：　Malawi

Zi血babwe

一 橋大学経済研究所
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通称国呂 zimbab▼e 蹴国名1 ジンバブエ

位樹する地域

面　　積（km2）

．人＿．口（刀人）

首　　　府

通貨「∬位

独、ンニ年月日

独立以前

1政　　体

アフリカ　ー　東アフリカ

389，362

736，．　＿＿＿」一∠980年一．）

Salisbury（ソールズベリ）

Zimbabwe　D。11ar（ジンノ協

！980年4月18日

英国の支配下

英連邦塑盟の共和里＿＿一＿＿＿＿＿

　ら　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　

zi皿babwe

1陥≡「：三三＝㌫三置する二三代に英国の鞭家リビングスト．

　　が到着。　1889年英国の南アフリカ会社の支配下に入ったが、1923年行政権の大部分が

　　英政府から現地移民に委譲され南ローデシア自治政府が設立された。　1953年10月、

　　北ローデシア（現ザンビア）、ニアサランド（現マラウイ）とともに中央アフリカ連邦

　　を結成したが民族主義め高まりの中で北ローデシア（現ザンビア）とニアサランド（現マ

　　ラウイ）が相次いで独立。　南ローデシアで政権の座についた白人強硬派のローデシア戦線

　　は黒人に政権を渡すのを拒否1965年11月一方的に「白人国家ローデシア」の独立を宣言した

　　その後白へ工人の抗争を経て1979年6月「ジンバブエ・・－Wア白黒連合政府」が成立

　　した。　然し、その後も内紛が続きザンビア及びタンザニア大統領の協力を得てロンドン

　　会議で和平合意にごきつけ、1980年4月18日白いローデシアから黒人独立国家ジンバブエ
　　　　　　　　　　　　　　　／

へのバトンタッチが完了した。　（旧、南ローデシア）．参照：Malawi，Za曲ia

通、遮名
　　　　　　　　　　　　・
Namibia　　　　　　　　　　IE5£U目名 ナミビア

嶋　　　　　匂A“4．　r禄一P““●輪w●貞一“」“●恒“亀、⑨“鴨一■剛脚飼一⇒　⇔‘・⑨の“●工・、」凶●・輪・．●脚哺・・．一＝㊨一一一，．一●｛〔培一一＿司●一．一一“一，⇒一・←一一

　　　　　　　　　Namibia

」立1幽頂型幽 アフリカ　ー　南アフリカ　　　　　　　　　． 順史　　　　アフリカ大陸の南西部に位置し、アフラカ大陸における唯一の未独立地域。

面　横（km之）一　　一．一一一一　　一一一　一一

824，296
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一一一一●
1884年ドイッが「南西アフリカ」として保護領に編入Uた。　第1次大戦の結果国際

人　　口（万人）

一一◆　．

　88　　　　　（1975年） 連盟の南アフリカ委任統治領となる。　第2次大戦後国連は信託統治領への切替を企

二薗一付
Windhoek（ウインドフーク）　　　　　　　　　　　　s 図したが、南アフリカはこれを拒否し、1949年一一方的に本国領に編入、南西アフリカ

＿通貨辿＿＿

．

行政長官を派遣し亙＿」1968年国連総会1±「ナミビア」の呼称を決議。　1971年国際
一

独立年月日 司法裁判所は、南アに不法統治をやめ即時撤退するよう勧告した。　1978年親南ア勢力

一　　　　　　一

」虫立以岨．＿＿＿
だけが参加した一方的選挙を実施、1979年5月4日暫定政府の樹立を宣言したが、国際的

政　　体 未独立地域。　法的には国連ナミビア
には全く認知されず、1980年7月1日民主ターンハーレ同盟を中心とした自治政府が発足。

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　一　　■

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　　　一

　　●　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　●

理事会の統澄士に委鯉ずだ応
白人軍が軍事占領を続け、南ア派遣の　　■＾　←　　“■　　　　　　　　　　　　　　　一一●　一一一【　　一　　　　　　＾　　　＿S　r　　→

行政長官が管轄　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　■

重ア．、

　艀　　　　’

●

　　（旧、南西アフリカ）｛　　一　　　　　　　’一⇔　　　　　　一　　一　　．・　－w　　　　　「　一．一．一’　　，→→　　’”　　　←　　一，一’一●　　　　　　　一　　　　　⇔パ　　→　　　　　一一＾“～⇔’一’＾＾“　．　　　　　　　　　　　　　●’一“　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　一　⇔一　　　■　一，，　－　w－　　・，　　　　　　　　　，

　　一、一一　　　　・”　一一　一◆　　　’一一　一　　一　一　　づ一　　⑳　　病直声　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　’→　∀．　　，　　・←一　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　．　　　　　　．　　　　　　．　　　　　　．　　　　　　・　　　　　　．　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　・　　　　　　●　　　　　　◆　　　　　　．

一　　　　　一｝　一　←　　一　　　一

　、　　一一　　　　　　　　一

●

一… 仇大学“疏研究lgi
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