
World Economic Outlook(WEO,世界経済見通し) 
データベースの検索方法 

 

WEOデータベース検索の流れ 
1.  http://www.imf.org/external/index.htmにアクセス 

2.  World Economic Outlook内の“Database”にアクセス 

3.  国別データ検索へアクセスする 

4.  検索対象国が所属するグループを選択する 

5.  グループ内から検索対象国を選択する 

6‐7．検索対象の経済指標を選択する 

8.  検索対象期間を選択する 

9.  Excelのアイコンをクリックし、Excelファイルをダウンロードする 

 

※経済指標について 

 末尾の「WEO内で検索可能な経済指標一覧」（日・英）をご覧下さい。 

※推計値について 

・ウェブ上で表示される値・・・背景が薄緑色の値は推計値です。 

・Excelファイル上の値・・・“Estimates After 2010”と表記がある場合、2011年以降の値は推計値です。 

 

WEOデータベースでは各国の各種経済指標を、国・地域・カテゴリ別に検索することができ、 
また、検索したデータをExcelファイルとしてダウンロードすることができます。 

WEOは、春と秋（通常4月と9月/10月）に発行され、年二回（1月と7月）アップデートされます。 
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本資料「世界経済見通しデータベース検索方法」はIMFアジア太平洋地域事務所ウェブサイトの 
トップ画面からダウンロードして頂けます。（http://www.imf.org/external/oap/jpn/indexj.htm） 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.imf.org/external/oap/jpn/indexj.htm


「ギリシャの実質GDP（Euro表示）と政府債務残高対GDP比の値を調べたい」 

            http://www.imf.org/external/index.htm 
    にアクセス 

World Economic Outlook (WEO) 

           “Database”をクリック 

クリック 

WEOデータベースの検索方法 
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http://www.imf.org/external/index.htm


    国別データ検索へアクセス・・・“By Countries (country-level data)” をクリックする 

    対象国が所属するグループを選択・・・“All countries”をクリック 

・・・ 全ての国から選択 

クリック 

※“WEO Update”では

「世界経済見通し」内で
改訂された最新のデー
タが提供されています。 

クリック 

・・・ 先進国から選択 

・・・ 新興国・途上国から選択   
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     対象国を選択・・・“Clear All” をクリックし、全てのチェックを外す。 
    “Greece”のボックスを選択し、“Continue”をクリックし次の画面へ進む。 
 

①クリック ③クリック 

    経済指標を選択・・・“National Accounts”項目内にある“Gross domestic product,  
    constant prices, National Currency（各国通貨表示）”のボックスを選択する 
 

チェック 

②クリック 
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①チェック 

    経済指標を選択・・・“Government Finance”項目内にある “General government gross    
    debt, Percent of GDP”のボックスを選択し、“Continue”をクリックし次の画面へ 

②クリック 

    期間を選択・・・“Date Range”の項目でデータを表示する期間を選択し、 
    “Prepare Report”をクリックし次の画面へ 

③クリック 

①開始年度
を選択 

②終了年度
を選択 
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    結果の表示・ダウンロード・・・Excelのアイコンをクリックし、Excelファイルをダウンロード 

※結果一覧 

クリックしてダウンロード 

※推計値について 
・ウェブ上で表示される値・・・背景が薄緑色の値は推計値です。 
・Excelファイル上の値・・・“Estimates After 2010”と表記がある場合、2011年以降の値は推計値です。 

推計値 推計値 
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※       ＝よく使われる指標 

WEO (世界経済見通し)データベースで参照可能な経済指標一覧① 

Economic indicator Unit 経済指標 単位 

National Accounts   国民経済計算   

 Gross domestic product, constant prices① National currency 国内総生産（実質） 各国通貨 

 Gross domestic product, constant prices② Percent change 国内総生産（実質） 変化率（％） 

 Gross domestic product, current prices③ National currency 国内総生産（名目） 各国通貨 

 Gross domestic product, current prices④ U.S. dollars 国内総生産（名目） U.S.ドル 

Gross domestic product, deflator Index GDPデフレーター   

Gross domestic product per capita, constant prices National currency 一人当たり国内総生産（実質） 各国通貨 

Gross domestic product per capita, current prices National currency 一人当たり国内総生産（名目） 各国通貨 

Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars 一人当たり国内総生産（名目） U.S.ドル 

Output gap in percent of potential GDP Percent of potential GDP 産出量ギャップ 対潜在GDP比（％） 
Gross domestic product based on  
purchasing-power-parity (PPP) valuation of 
country GDP Current international dollar 国内総生産（購買力平価換算） ドル 

Gross domestic product based on 
 purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP Current international dollar 

一人当たり国内総生産 

（購買力平価換算） ドル 

Gross domestic product based on  
purchasing-power-parity (PPP) share of world total Percent GDP対世界比（購買力平価換算） 総GDP比（％） 

Implied PPP conversion rate 
National currency per 

current international dollar 購買力平価（対ドル評価） 各国通貨/ドル 

Investment Percent of GDP 投資 対GDP比（％） 

Gross national savings Percent of GDP 国民総貯蓄 対GDP比（％） 

Monetary   金融   

Inflation, average consumer prices Index 消費者物価指数（年平均値）   

Inflation, average consumer prices Percent change インフレ率（消費者物価指数年平均値） 変化率（％） 

Inflation, end of period consumer prices Index 消費者物価指数（期末値）   

Inflation, end of period consumer prices Percent change インフレ率（消費者物価指数期末値） 変化率（％） 

Six-month London interbank offered rate (LIBOR) Percent ロンドン銀行間取引金利 （％） 

 
 
 
 

 
 
 
 

①物価調整済みGDP 
②GDP成長率 
③GDP 
④GDP（U.S.ドルベース） 

 
 
 
 

7 



Economic indicator Unit 経済指標 単位 

Trade   貿易   

Import volume of goods and services Percent change 財サービス輸入量 変化率（％） 

Import volume of goods Percent change 財輸入量 変化率（％） 

Export volume of goods and services Percent change 財サービス輸出量 変化率（％） 

Export volume of goods Percent change 財輸出量 変化率（％） 

Value of oil exports U.S. dollars 石油輸出額 U.S.ドル 

Value of oil imports U.S. dollars 石油輸入額 U.S.ドル 

People   人口   

Unemployment rate Percent of total labor force 失業率 対労働力人口比（％） 

Employment Persons 就業者数 人 

Population Persons 総人口 人 

Government Finance   財政   

General government revenue National currency 歳入 各国通貨 

General government revenue Percent of GDP 歳入 対GDP比（％） 

General government total expenditure National currency 歳出 各国通貨 

General government total expenditure Percent of GDP 歳出 対GDP比（％） 

General government net lending/borrowing National currency 財政収支 各国通貨 

General government net lending/borrowing Percent of GDP 財政収支 対GDP比（％） 

General government structural balance National currency 構造的財政収支 各国通貨 

General government structural balance Percent of potential GDP 構造的財政収支 対潜在GDP比（％） 
General government primary net 
lending/borrowing National currency 基礎的財政収支 各国通貨 
General government primary net 
lending/borrowing Percent of GDP 基礎的財政収支 対GDP比（％） 

General government net debt National currency 政府純債務残高 各国通貨 

General government net debt Percent of GDP 政府純債務残高 対GDP比（％） 

General government gross debt National currency 政府総債務残高 各国通貨 

General government gross debt Percent of GDP 政府総債務残高 対GDP比（％） 
Gross domestic product corresponding to fiscal 
year, current prices National currency 会計年度別国内総生産（名目） 各国通貨 

Balance of Payment   国際収支   

Current account balance U.S. dollars 経常収支 U.S.ドル 

Current account balance Percent of GDP 経常収支 対GDP比（％） 

WEO (世界経済見通し)データベースで参照可能な経済指標一覧② 
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