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2016年 2月貿易統計（速報）の概要 

 

【 輸 出 】 

 2016年 2月の輸出は、鉄鋼、鉱物性燃料、科学光

学機器などが減少し、5兆 7,034億円（前年同月比

▲4.0％）と 5 ヵ月連続で減少した。ただし、数量は

＋0.2％と 8 ヵ月ぶりに増加に転じた。 

 主要地域別にみると、米国向けは鉄鋼、自動車の

部分品などが減少したものの、自動車、医薬品な

どが増加し、3 ヵ月ぶりに増加に転じた。EU 向けも

船舶、自動車、自動車の部分品が増加し、2ヵ月ぶ

りに増加に転じた。一方でアジア向けは、鉄鋼、科

学光学機器、半導体等電子部品などが減少し、6

ヵ月連続で減少した。ただし中国向けは、自動車、

金属加工機械が 5割増となり、7 ヵ月ぶりに増加に

転じた。 

＜ 地 域 別 ＞    （伸び率） 

 対 米国 ＋00.2％ 03 ヵ月ぶりの増加 

 対 ＥＵ ＋09.2％ 02 ヵ月ぶりの増加 

 対 アジア ▲06.1％ 06 ヵ月連続の減少 

 対 中国 ＋05.1％ 07 ヵ月ぶりの増加 

＜ 5 大輸出品目 ＞     （億円）          （増減率） 

 自動車 939,942 ＋00.7％ 

半導体等電子部品 268,122 ▲09.6％ 

自動車の部分品 264,122 ▲04.3％ 

鉄鋼 264,438 ▲24.1％ 

原動機 240,971 ▲04.4％ 

 

【 輸 入 】 

 2016年 2月の輸入は、LNG、原油及び粗油、石油

製品などの減少が続き、5兆 4,606億円（前年同月

比▲14.2％）と 14ヵ月連続で減少した。数量指数で

も▲2.3％と 3 ヵ月連続で減少した。 

 2016 年 2 月の原油入着価格は 31.0 ドル（前年同

月の 49.4ドルと比べ 37.2％安）となり 19ヵ月連続で

下落、輸入総額に占める鉱物性燃料の割合は

18.6％（前年同月の 24.8％と比べ 6.2ポイント低下）

となった。なお製品輸入比率は 66.2％（前年同月

の 60.6％と比べ 5.6 ポイント上昇）となった。 

 主要地域別にみると、鉱物性燃料の減少を背景

に、中東からは 4 割減となった。米国からは、穀物

類が減少したものの、原動機、航空機類などが増

加し、3 ヵ月ぶりに増加した。EU からは、航空機類

が減少したものの、医薬品が 9 割増となり、5 ヵ月

連続で増加した。一方、アジアからは LNG、衣類・

同付属品、半導体等電子部品などが減少し 6 ヵ月

連続の減少、うち中国からは衣類・同付属品、通信

機などが減少し 5 ヵ月連続の減少となった。 

＜ 地 域 別 ＞    （伸び率） 

 対 米国 ＋05.1％ 3 ヵ月ぶりの増加 

 対 ＥＵ ＋14.2％ 5 ヵ月連続の増加 

 対 アジア ▲15.9％ 6 ヵ月連続の減少 

 対 中国 ▲20.8％ 5 ヵ月連続の減少 

＜ 5 大輸入品目 ＞     （億円）          （増減率） 

原油及び粗油 3,801 ▲33.3％ 

LNG 3,550 ▲43.5％ 

医薬品 2,805 ＋51.9％ 

衣類・同付属品 2,633 ▲14.1％ 

半導体等電子部品 2,025 ＋17.1％ 

 

【 収 支 】 

 貿易収支は 2,428 億円と 2 ヵ月ぶりに黒字に転じ

た。 

 地域別にみると、対アジアNIEsが 6,391億円の黒字（前

年同月比▲10.8％）、対中東が 2,610億円の赤字（同▲

48.5％）となった。国別では対米国が 6,041 億円の黒字

（同▲4.3％）、対中国が 3,824億円の赤字（▲50.5％）と

なった。 

 

【 為替レート 】 

 2016 年 2 月の為替レートは 115.0 円（前年同月

118.6 円と比べ 3.0％高）となった。 

 

≪参考≫ 2016 年 2 月国際収支の概要 

上記を受けた 2016 年 2 月の経常収支は、貿易収支の

黒字転化を主因に、2 兆 4,349 億円（前年同月比＋9,476

億円）となった。 

（単位：億円、％） 

  2016 年 2 月 前年同期比 

貿易・サービス収支 5,846 7,892 黒字転化 

  貿易収支 4,252 5,628 黒字転化 

    輸出 5 兆 6,431 ▲3,303 ▲05.5％ 

    輸入 5 兆 2,179 ▲8,930 ▲14.6％ 

  サービス収支 1,595 ＋2,265 黒字転化 

第一次所得収支 2 兆 0,451 ＋1,893 黒字拡大 

第二次所得収支 ▲1,948 ▲308 赤字拡大 

経常収支 2 兆 4,349 ＋9,476 黒字拡大 

（広報・調査グループ 保田明子） 



２０１６年０２月分貿易統計の概要（財務省３月１７日発表）

【地域別概要】 単位：億円、％（対前年同月比）

（数量） （価格） （数量） （価格）
２０１６年０２月 対世界 57,034 -4.0% 0.2% -4.2% 54,606 -14.2% -2.3% -12.2% 111,640 -9.3% 2,428 -

対米国 12,184 0.2% -3.2% 3.5% 6,143 5.1% 9.7% -4.2% 18,327 1.8% 6,041 -4.3%
対EU 6,785 9.2% 10.2% -0.8% 7,120 14.2% -1.3% 15.7% 13,905 11.7% -334 1442.4%
対アジア 28,824 -6.1% 1.1% -7.0% 27,056 -15.9% -7.4% -9.2% 55,880 -11.1% 1,768 -
対中国 9,339 5.1% 15.6% -9.1% 13,163 -20.8% -15.7% -6.0% 22,502 -11.8% -3,824 -50.5%
対中東 2,341 -8.7% - - 4,951 -35.1% - - 7,292 -28.4% -2,610 -48.5%
対ロシア 411 -34.9% - - 842 -53.0% - - 1,253 -48.3% -431 -62.8%

（備考）

　 金額 　 数量 （主要増加品目） （主要減少品目）

輸出 ０５ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ４ヵ月ぶり縮小） ０５ヵ月ぶりの 増加 船舶 - - 鉄鋼 鉱物性燃料 科学光学機器

輸入 １４ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続縮小） ０３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 縮小） 医薬品 - - LNG 原油及び粗油 石油製品

輸出 ０３ヵ月ぶりの 増加 １０ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ５ヵ月ぶり縮小） 自動車 医薬品 建設用・鉱山用機械 鉄鋼 自動車の部分品 金属加工機械

輸入 ０３ヵ月ぶりの 増加 ０６ヵ月ぶりの 増加 原動機 航空機類 LPG 穀物類 - -

輸出 ０２ヵ月ぶりの 増加 ０２ヵ月ぶりの 増加 船舶 自動車 自動車の部分品 - - -

輸入 ０５ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ３ヵ月連続縮小） ０２ヵ月ぶりの 減少 医薬品 自動車 - 航空機類 - -

輸出 ０６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ５ヵ月ぶり縮小） ０８ヵ月ぶりの 増加 - - - 鉄鋼 科学光学機器 半導体等電子部品

輸入 ０６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） １２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月連続拡大） - - - LNG 衣類同付属品 半導体等電子部品

輸出 ０７ヵ月ぶりの 増加 １３ヵ月ぶりの 増加 自動車 金属加工機械 原動機 科学光学機器 半導体等電子部品 有機化合物

輸入 ０５ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり拡大） １２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり拡大） - - - 衣類同付属品 通信機 半導体等電子部品

２０１６年０２月 円ドルレート： １１７．４円/ドル（前年同月１１８．１円と比べ０．６％の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ３１．０ドル/バレル（前年同月４９．３ドルと比べ３７．１％安）

【輸出上位品目】

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率
２０１６年０２月 対世界 939,942 0.7% 268,122 -9.6% 264,438 -4.3% 240,971 -24.1% 206,335 -4.4% 178,451 -4.3%

対米国 3,610 10.7% 213 -12.7% 674 -13.7% 173 -38.5% 665 -7.8% 159 -4.8%
対EU 1,003 6.7% 169 4.2% 361 13.1% 73 6.5% 316 9.8% 139 5.5%
対アジア 1,314 12.0% 2,265 -10.5% 1,090 3.0% 1,701 -25.5% 802 7.4% 1,403 -4.6%
対中国 384 51.8% 641 -10.4% 436 6.9% 379 -11.5% 231 33.1% 524 5.4%
対中東 1,322 -9.4% 1 -39.5% 94 6.4% 143 9.7% 67 -44.1% 21 -13.6%
対ロシア 195 -47.8% 1 124.5% 26 -20.3% 1 -88.2% 13 26.6% 2 -63.6%

【輸入上位品目】

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率
２０１６年０２月 対世界 3,801 -33.3% 3,550 -43.5% 2,805 51.9% 2,633 -14.1% 2,025 -17.1% 1,795 -16.6%

対米国 - - - - 317 -1.6% 18 -7.4% 247 -0.6% 103 34.2%
対EU - - 28 全増 1,789 89.3% 143 3.1% 73 3.6% 52 14.9%
対アジア 147 -36.0% 1,193 -30.0% 269 22.6% 2,436 -15.2% 1,640 -20.7% 1,592 -19.2%
対中国 - - - - 69 4.4% 1,631 -22.5% 452 -35.8% 1,327 -16.6%
対中東 3,039 -31.7% 912 -53.2% 12 646.9% 1 511.2% 58 21.7% 3 -8.2%
対ロシア 271 -60.5% 149 -74.4% - - 0 885.2% 0 13.1% - -

金額

収支総額

対世界

対米国

伸び率

輸入

金額 金額伸び率 伸び率

対ＥＵ

対アジア

伸び率

輸出

金額

③医薬品

⑥プラスチック

対中国

①自動車 ②半導体等電子部品

①原油及び粗油 ⑤半導体等電子部品

③自動車の部分品

④衣類・同付属品

⑤原動機

⑥通信機②ＬＮＧ

④鉄鋼
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