
第1-5表　経済活動別国内総生産
Table 1-5: GDP by economic activity

実額/at current prices, （％）

日本（千億円） （2014） JPN 4,829 (100) 57 (1.2) 100 (2.1) 901 (18.7)

　〃 （2013） JPN 4,754 (100) 57 (1.2) 86 (1.8) 883 (18.6)

　〃 （2012） JPN 4,727 (100) 57 (1.2) 83 (1.8) 879 (18.6)

アメリカ（100億USドル） （2013） USA 1,567 (100) 23 (1.4) 66 (4.2) 194 (12.4)

カナダ（10億CAドル）
2)

（2012） CAN 1,558 (100) 25 (1.6) 162 (10.4) 169 (10.8)

イギリス（10億ポンド） （2014） GBR 1,619 (100) 11 (0.7) 67 (4.1) 172 (10.6)

（2013） 1,547 (100) 11 (0.7) 72 (4.6) 166 (10.8)

ドイツ（10億ユーロ） （2014） DEU 2,623 (100) 18 (0.7) 81 (3.1) 594 (22.6)

（2013） 2,537 (100) 20 (0.8) 83 (3.3) 573 (22.6)

フランス（10億ユーロ） （2014） FRA 1,910 (100) 32 (1.7) 49 (2.6) 214 (11.2)

（2013） 1,899 (100) 30 (1.6) 48 (2.5) 215 (11.3)

イタリア（10億ユーロ） （2014） ITA 1,449 (100) 32 (2.2) 45 (3.1) 224 (15.4)

（2013） 1,446 (100) 34 (2.3) 46 (3.2) 221 (15.3)

スウェーデン （2014） SWE 3,469 (100) 48 (1.4) 125 (3.6) 568 (16.4)

（10億クローナ） （2013） 3,333 (100) 46 (1.4) 127 (3.8) 560 (16.8)

ロシア（100億ルーブル） （2014） RUS 6,109 (100) 255 (4.2) 838 (13.7) 954 (15.6)

（2013） 5,690 (100) 229 (4.0) 787 (13.8) 859 (15.1)

中国（100億元） （2012） CHN 5,880 (100) 524 (8.9) 383 (6.5) 1,613 (27.4)

香港（10億HKドル） （2013） HKG 2,097 (100) 1.1 (0.1) 35 (1.7) 30 (1.4)

韓国（1兆ウォン) （2014） KOR 1,354 (100) 32 (2.3) 41 (3.0) 410 (30.3)

（2013） 1,303 (100) 30 (2.3) 33 (2.5) 404 (31.0)

シンガポール
3)

（1億SGPドル） （2010） SGP 2,859 (100) 1.0 (0.0) 44 (1.5) 635 (22.2)

（2013） MYS 9,760 (100) 918 (9.4) 1,225 (12.5) 2,360 (24.2)

タイ（100億バーツ） （2013） THA 1,291 (100) 146 (11.3) 85 (6.6) 358 (27.7)

インドネシア（1兆ルピア） （2014） IDN 10,279 (100) 1,411 (13.7) 1,157 (11.3) 2,216 (21.6)

（2013） 9,287 (100) 1,275 (13.7) 1,149 (12.4) 1,999 (21.5)

フィリピン（10億ペソ） （2012） PHL 10,565 (100) 1,251 (11.8) 496 (4.7) 2,171 (20.5)

インド（100億ルピー）
4)

（2012） IND 9,560 (100) 1,661 (17.4) 395 (4.1) 1,363 (14.3)

オーストラリア
4)

（10億AUドル） （2013） AUS 1,482 (100) 37 (2.5) 175 (11.8) 101 (6.8)

ニュージーランド
2)4)

（10億NZドル） （2013） NZL 194 (100) 12 (6.1) 10 (5.0) 23 (12.1)

ブラジル（10億レアル） （2011） BRA 3,719 (100) 191 (5.1) 262 (7.0) 516 (13.9)

資料出所 日本：内閣府(2015.12)「2014年度国民経済計算確報」

その他の国：UN Data（http://data.un.org/)2016年1月現在
（注） 1) 粗付加価値のGDP（注記がない限り, 名目価格）。

2) 固定基準年方式による価格。
3) 鉱業は農林水産業の項目に含まれる。
4) 年度の数値。

日本を除くOECD諸国, ロシア, インドネシア, ブラジル：OECD Database
（http://stats.oecd.org/）2016年1月現在
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第1-5表　経済活動別国内総生産 （続き）
Table 1-5: GDP by economic activity (cont.)

実額/at current prices, （％）

日本（千億円） （2014） JPN 296 (6.1) 1,196 (24.8) 774 (16.0) 1,505 (31.2)

　〃 （2013） JPN 284 (6.0) 1,181 (24.9) 776 (16.3) 1,485 (31.2)

　〃 （2012） JPN 268 (5.7) 1,176 (24.9) 784 (16.6) 1,479 (31.3)

アメリカ（100億USドル） （2013） USA 61 (3.9) 343 (21.9) 476 (30.4) 403 (25.7)

カナダ（10億CAドル）
2)

（2012） CAN 113 (7.2) 318 (20.4) 431 (27.7) 341 (21.9)

イギリス（10億ポンド） （2014） GBR 100 (6.2) 395 (24.4) 508 (31.4) 365 (22.6)

（2013） 91 (5.9) 375 (24.3) 481 (31.1) 351 (22.7)

ドイツ（10億ユーロ） （2014） DEU 121 (4.6) 535 (20.4) 690 (26.3) 585 (22.3)

（2013） 113 (4.5) 519 (20.5) 665 (26.2) 564 (22.2)

フランス（10億ユーロ） （2014） FRA 108 (5.7) 430 (22.5) 575 (30.1) 501 (26.2)

（2013） 112 (5.9) 431 (22.7) 570 (30.0) 493 (25.9)

イタリア（10億ユーロ） （2014） ITA 71 (4.9) 345 (23.8) 424 (29.2) 308 (21.3)

（2013） 74 (5.1) 345 (23.9) 419 (29.0) 307 (21.2)

スウェーデン （2014） SWE 209 (6.0) 786 (22.7) 784 (22.6) 949 (27.4)

（10億クローナ） （2013） 182 (5.5) 751 (22.5) 756 (22.7) 911 (27.3)

ロシア（100億ルーブル） （2014） RUS 396 (6.5) 1,654 (27.1) 1,070 (17.5) 941 (15.4)

（2013） 399 (7.0) 1,558 (27.4) 971 (17.1) 886 (15.6)

中国（100億元） （2012） CHN 355 (6.0) 845 (14.4) 689 (11.7) 1,470 (25.0)

香港（10億HKドル） （2013） HKG 83 (4.0) 801 (38.2) 572 (27.3) 575 (27.4)

韓国（1兆ウォン) （2014） KOR 67 (4.9) 254 (18.8) 283 (20.9) 267 (19.7)

（2013） 64 (4.9) 248 (19.0) 271 (20.8) 254 (19.5)

シンガポール
3)

（1億SGPドル） （2010） SGP 130 (4.5) 883 (30.9) 742 (25.9) 425 (14.9)

（2013） MYS 413 (4.2) 2,312 (23.7) 1,237 (12.7) 1,294 (13.3)

タイ（100億バーツ） （2013） THA 35 (2.7) 319 (24.7) 173 (13.4) 175 (13.6)

インドネシア（1兆ルピア） （2014） IDN 1,042 (10.1) 2,561 (24.9) 869 (8.5) 1,024 (10.0)

（2013） 906 (9.8) 2,263 (24.4) 778 (8.4) 918 (9.9)

フィリピン（10億ペソ） （2012） PHL 618 (5.9) 2,732 (25.9) 2,000 (18.9) 1,297 (12.3)

インド（100億ルピー）
4)

（2012） IND 766 (8.0) 2,351 (24.6) 1,651 (17.3) 1,373 (14.4)

オーストラリア
4)

（10億AUドル） （2013） AUS 125 (8.4) 288 (19.4) 458 (30.9) 298 (20.1)

ニュージーランド
2)4)

（10億NZドル） （2013） NZL 13 (6.7) 40 (20.9) 57 (29.3) 38 (19.8)

ブラジル（10億レアル） （2011） BRA 233 (6.3) 863 (23.2) 832 (22.4) 823 (22.1)
e) Construction; f) Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and household goods, hotels and restaurants, Transport,
storage and communications; g) Financial intermediation, real estate, renting and business activities; h) Public administration
and defence, compulsory social security, Education, health and social work; other community, social and personal service
activities; private households with employed persons.
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