
＜日本＞

主要産業
自動車、電子機器、工作機械、鉄鋼、非鉄金

属、船舶、化学品、繊維製品

一次産業(農林水産) 1.1%

二次産業(鉱業、電力を含む) 25.6%

三次産業(通信や金融、小売などサービス関連)

出典: CIA - The World Factbook

GDP

項目 値 順位 対象 推移

499,095.70

(10億円)

528,583.00

(10億円)

4,123.26 3位

(10億USドル) (189ヶ国)

4,830.07 4位

(10億USドル) (189ヶ国)

3,932,181.17

(円)

4,164,500.16

(円)

32,485.55 26位

(USドル) (188ヶ国)

38,054.20 30位

(USドル) (188ヶ国)

経済成長

項目 値 順位 対象 推移

0.47 162位

(％) (189ヶ国)

物価

項目 値 順位 対象 推移

103.6

(指数)

0.79 123位

(％) (188ヶ国)

94.42

(指数)

ビッグマック指数

項目 値 順位 対象 推移

370 31位

(円) (55ヶ国)

輸出品目
自動車および同部品 19.9%、鉄鋼 5.4%、半導

体電子部品 5.1%

輸出相手国 アメリカ 18.5%、中国 18.1%、韓国 7.9%

輸入品目
原油・石油製品 20.9%、液化天然ガス 8.7%、

食料品 8.0%

輸入相手国 中国 21.7%、アメリカ 8.4%、オーストラリア

出典: JETRO　(%)は金額の構成比を表す。

ビッグマック価格 

インフレ率 2015

GDPデフレーター - 2015

経済成長率 2015

消費者物価指数 - 2015

一人当たりの名目GDP(USドル) 2015

一人当たりの購買力平価GDP(USドル) 2015

一人当たりの名目GDP - 2015

一人当たりの実質GDP - 2015

名目GDP(USドル) 2015

購買力平価GDP(USドル) 2015

GDP構成比

名目GDP - 2015

実質GDP - 2015
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国際収支

項目 値 順位 対象 推移

137.47 3位

(10億USドル) (188ヶ国)

3.33 31位

(％) (188ヶ国)

直接投資

項目 値 順位 対象 推移

2,089.76 70位

(100万USドル) (193ヶ国)

113,628.77 4位

(100万USドル) (178ヶ国)

貿易

項目 値 順位 対象 推移

822.25 4位

(10億USドル) (195ヶ国)

683.85 4位

(10億USドル) (195ヶ国)

157.07 3位

(10億USドル) (195ヶ国)

15.58 34位

(10億USドル) (191ヶ国)

74.21 1位

(10億USドル) (160ヶ国)

0 55位

(10億USドル) (108ヶ国)

所得税 18.6%

法人税 12.5%

社会保険料 41.6%

資産課税(固定資産税、相続税など) 9.1%

消費課税 18.0%

その他 0.3%

出典: OECD - Tax Revenue Statistics　※一般政府(国・地方自治体・社会保障基金)による税収

財政

項目 値 順位 対象 推移

169,901.35

(10億円)

34.04 65位

(％) (189ヶ国)

196,043.09

(10億円)

39.28 59位

(％) (189ヶ国)

-26,141.74

(10億円)

-5.24 141位

(％) (189ヶ国)

-24,611.76

(10億円)

-4.93 149位

(％) (182ヶ国)

基礎的財政収支 - 2015

基礎的財政収支(対GDP比) 2015

財政収支 - 2015

財政収支(対GDP比) 2015

歳出 - 2015

歳出(対GDP比) 2015

税収構成比

歳入 - 2015

歳入(対GDP比) 2015

天然ガス輸入額 2014

天然ガス輸出額 2014

石油輸入額 2014

石油輸出額 2014

貿易輸入額 2014

貿易輸出額 2014

対内直接投資 2014

対外直接投資 2014

経常収支 2015

経常収支(対GDP比) 2015
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政府債務

項目 値 順位 対象 推移

1,238,055.04

(10億円)

248.06 1位

(％) (185ヶ国)

639,303.49

(10億円)

128.09 3位

(％) (94ヶ国)

外貨準備

項目 値 順位 対象 推移

1,260.68 2位

(10億USドル) (171ヶ国)

ODA

項目 値 順位 対象 推移

9,188.29 5位

(100万USドル) (28ヶ国)

法人税

項目 値 順位 対象 推移

32.11 4位

(％) (34ヶ国)

年少人口(0～14歳) 13.2%

生産年齢人口(15～24歳) 9.7%

生産年齢人口(25～64歳) 51.3%

高齢者人口(65歳以上) 25.8%

出典: CIA - The World Factbook

人口

項目 値 順位 対象 推移

126.93 11位

(100万人) (188ヶ国)

335.86 24位

(人/km2) (188ヶ国)

83.33 2位

(歳) (188ヶ国)

1.43 173位

(人) (188ヶ国)

労働

項目 値 順位 対象 推移

63.76 2位

(100万人) (37ヶ国)

3.37 93位

(％) (105ヶ国)

社会

項目 値 順位 対象 推移

26.95 61位

(指数) (180ヶ国)

1.32 8位

(指数) (162ヶ国)

0.67 101位

(指数) (145ヶ国)

平和度指数 2015 -

男女平等度 2015 -

失業率 2015

報道の自由度 2015 -

合計特殊出生率 2013

就業者数 2015

人口密度 2015 -

平均寿命 2013

法定実効税率 2015 -

人口構成比

人口 2015

外貨準備高 2014

ODA拠出額 2014

政府純債務残高 - 2015

政府純債務残高(対GDP比) 2015

政府総債務残高 - 2015

政府総債務残高(対GDP比) 2015
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国際競争

項目 値 順位 対象 推移

5.47 6位

(指数) (140ヶ国)

82.74 5位

(指数) (124ヶ国)

4.94 9位

(指数) (141ヶ国)

情報通信

項目 値 順位 対象 推移

5.6 10位

(指数) (143ヶ国)

0.89 6位

(指数) (193ヶ国)

152,695.68 7位

(千台) (195ヶ国)

90.58 15位

(％) (193ヶ国)

面積

項目 値 順位 対象 推移

377,915.00 61位

(km2) (201ヶ国)

土地利用

項目 値 順位 対象 推移

68.47 17位

(％) (191ヶ国)

11.62 90位

(％) (191ヶ国)

CO2排出

項目 値 順位 対象 推移

1,187.66 5位

(100万トン) (191ヶ国)

世界遺産

項目 値 順位 対象 推移

19 11位

(登録数) (163ヶ国)

CO2排出量 2011

世界遺産登録数 2015 -

森林率 2013 -

耕地率 2013 -

インターネット普及率 2014

面積 - -

電子政府進捗度 2014 -

携帯電話契約数 2014

観光競争力 2015 -

ICT活用度 2015 -

国際競争力 2015 -

人的資本指数 2015 -
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