
南アジア
18億人の鼓動

特集

国名
在留外国人

総数 留学

インド  37,933  1,940 

パキスタン  18,362  483 

バングラデシュ  15,476  3,948 

アフガニスタン  3,248  203 

ネパール  92,804  28,987 

スリランカ  26,229  8,701 

ブータン  836  703 

モルディブ  53  6 

南アジア諸国からの
在留外国人、留学生数
［出典］
 在留外国人：国籍・地域別・在留資格（在留目的）別
 総在留外国人（2019年6月調査）、（法務省統計）

人口が多く、成長が期待されている南アジア。
在留邦人数や日系企業の進出拠点数、

また南アジアから日本への留学生の数などで、
南アジアと日本との間の人的な結びつきを見てみよう。バングラデシュ

People’s Republic of 
Bangladesh

 【バングラデシュ人民共和国】
⃝人口：1億6,365万人
（2018年、バングラデシュ統計局）
⃝首都：ダッカ
⃝通貨：タカ
⃝公用語：ベンガル語
⃝ODA開始時期：1970年
⃝日本からの輸入額：約1,615.7億円
⃝輸入品目：鉄鋼、輸送用機器、機械など
⃝日本への輸出額：約1,652.5億円
⃝輸出品目：衣類・同付属品、織物用糸
及び繊維製品、履物など

モルディブ
Republic of Maldives

 【モルディブ共和国】

⃝人口：51万2,000人
（2018年、モルディブ政府資料）
⃝首都：マレ
⃝通貨：ルフィア
⃝公用語：ディベヒ語
⃝ODA開始時期：1973年
⃝日本からの輸入額：約28.5億円
⃝輸入品目：一般機械、紙類及び同
製品、石油及び同製品など

⃝日本への輸出額：約3.8億円
⃝輸出品目：魚介類（マグロ、カツオ
など）、一般機械、衣類及び同附
属製品など

スリランカ
Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka

 【スリランカ民主社会主義共和国】

⃝人口：約2,103万人
（2016年）
⃝首都：スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ
⃝通貨：ルピー
⃝公用語：シンハラ語、タミル語
⃝ODA開始時期：1965年
⃝日本からの輸入額：約1,123億円
⃝輸入品目：輸送用機器、一般機械、
特殊品目など

⃝日本への輸出額：約309.3億円
⃝輸出品目：衣類及び同付属品、コー
ヒー・茶・ココア・香辛料類、魚介類
及び同調製品など

国名 在留邦人 進出日系企業
拠点数

インド  9,838  5,102 

パキスタン  1,048  88 

バングラデシュ  946  279 

アフガニスタン  ー ー

ネパール  1,203  77 

スリランカ  804  92 

ブータン  130  1 

モルディブ  136  12 

南アジア諸国の在留邦人数と
進出日系企業拠点数

［出典］
 海外在留邦人 ： 海外在留邦人数調査統計（2019年10月）
 進出日系企業拠点数 ： 海外在留邦人数調査統計（2019年10月）

在留邦人 進出
日系企業

留学生在留外国人

結びつきを強める
南アジアと日本

アフガニスタン
Islamic Republic of 

Afghanistan
 【アフガニスタン・イスラム共和国】

⃝人口：2,916万人
（2016～17年、アフガニスタン
　中央統計局）
⃝首都：カブール
⃝通貨：アフガニー
⃝公用語：ダリー語、パシュトゥー語
⃝ODA開始時期：1968年
⃝日本からの輸入額：約53.5億円
⃝輸入品目：一般機械、ゴム製品、
織物用糸及び繊維製品など

⃝日本への輸出額：約0.9億円
⃝輸出品目：植物性原材料、その他雑
製品、織物用糸及び繊維製品など

パキスタン
Islamic Republic of 

Pakistan
 【パキスタン・イスラム共和国】

⃝人口：2億777万人
（2017年、パキスタン統計省　
　国勢調査）
⃝首都：イスラマバード
⃝通貨：パキスタン・ルピー
⃝公用語：英語
⃝ODA開始時期：1961年
⃝日本からの輸入額：約2,075.1億円
⃝輸入品目：輸送用機器、一般機械、
鉄鋼など

⃝日本への輸出額：約369.8億円
⃝輸出品目：織物用糸及び繊維製品、
有機化合物、衣類・同付属品など

ブータン
Kingdom of Bhutan

 【ブータン王国】
⃝人口：約75万4,000人
（2018年、世界銀行）
⃝首都：ティンプー
⃝通貨：ニュルタム
⃝公用語：ゾンカ語
⃝ODA開始時期：1981年
⃝日本からの輸入額：約6.8億円
⃝輸入品目：輸送用機器、電気機器、
金（マネタリーゴールドを除く）など

⃝日本への輸出額：約0.7億円
⃝輸出品目：果実及び野菜、鉄鋼、
植物性原材料など

ネパール
Federal Democratic 
Republic of Nepal

 【ネパール連邦民主共和国】

⃝人口：2,870万人
（2018年、アジア開発銀行）
⃝首都：カトマンズ
⃝通貨：ネパール・ルピー
⃝公用語：ネパール語
⃝ODA開始時期：1969年
⃝日本からの輸入額：約56億円
⃝輸入品目：織物用糸及び繊維製
品、石油及び同製品、ゴム製品など

⃝日本への輸出額：約11.7億円
⃝輸出品目：衣類及び同附属品、パ
ルプ及び古紙、織物用糸及び繊
維製品など

［出典］
 ODA開始時期 ： 外務省ホームページ
 貿易(2018年度) ： 財務省貿易統計

インド
India
 【インド】

⃝人口：約13億5,300万人
（2018年、世界銀行）
⃝首都：ニューデリー
⃝通貨：ルピー
⃝公用語：ヒンディー語（連邦公用
語）、ほか憲法で公認されている州
の言語が21

⃝ODA開始時期：1957年
⃝日本からの輸入額：約1兆2,360.2億円
⃝輸入品目：一般機械、電気機器、鉄
鋼など

⃝日本への輸出額：約5,853.7億円
⃝輸出品目：有機化合物、石油製品、
非金属鉱物製品など

［出典］
 専門家派遣実績(2014年度～2018年度の累計）
 青年海外協力隊員派遣実績 (1966年～2019年12月の累計）

 JICA 専門家、海外協力隊員派遣実績  
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［出典］
 研修員受け入れ実績(2014年度～2018年度の累計）

 JICA 研修員受け入れ実績  
インド

パキスタン

バングラデシュ

アフガニスタン

ブータン

モルディブ

8,138

2,195

1,127

7,119

13,579

5,754

スリランカ 13,366

ネパール 6,115

14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000 （人）

海外協力隊員
  JICA 専門家

0607


