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2016年 5月貿易統計（速報）の概要 

【 輸 出 】 

 2016 年 5 月の輸出は、中国や新興国経済の需要

低迷を背景に、鉄鋼、半導体等電子部品が減少し、

5兆 910億円（前年同月比 11.3％減）と 8 ヵ月連続

で減少した。数量も▲2.4％と 3 ヵ月連続の減少と

なった。 

 地域別にみると、EU 向けが減少に転じ、いずれの

地域向けも減少した。 

 

＜ 地 域 別 ＞    （伸び率） 

 対 米国 ▲10.7％ 3 ヵ月連続の減少 

 対 ＥＵ ▲04.0％ 4 ヵ月ぶりの減少 

 対 アジア ▲13.0％ 9 ヵ月連続の減少 

 対 中国 ▲14.9％ 3 ヵ月連続の減少 

 

＜ 5 大輸出品目 ＞     （億円）          （増減率） 

 自動車 7,444 ▲02.2％ 

半導体等電子部品 2,551 ▲20.0％ 

自動車の部分品 2,464 ▲02.8％ 

鉄鋼 2,301 ▲24.1％ 

プラスチック 1,729 ▲12.9％ 

 

【 輸 入 】 

 2016年5月の輸入は、原油及び粗油、LNGなどが

減少し、5 兆 1,317 億円（前年同月比 13.8％減）と

17 ヵ月連続で減少した。数量は＋3.6％と 2 ヵ月ぶ

りに増加に転じた。 

 2016年 5月の原油入着価格は 40.5ドル（同 31.0％

安）、輸入総額に占める鉱物性燃料の割合は

16.9％となった（前年度の 21.9％と比べ 5.0ポイント

低下）。また、製品輸入比率は 66.3％（前年同月の

61.4％と比べ 4.9 ポイント上昇）となった。 

 米国・EU・アジア・中国いずれの地域からも減少が

続いた。 

 

＜ 地 域 別 ＞    （伸び率） 

 対 米国 ▲08.5％ 3 ヵ月連続の減少 

 対 ＥＵ ▲01.5％ 3 ヵ月連続の減少 

 対 アジア ▲10.7％ 9 ヵ月連続の減少 

 対 中国 ▲09.7％ 2 ヵ月連続の減少 

 

＜ 5 大輸入品目 ＞     （億円）          （増減率） 

 原油及び粗油 4,493 ▲30.6％ 

医薬品 1,931 ▲04.1％ 

 衣類・同付属品 1,920 ▲03.6％ 

半導体等電子部品 1,902 ▲13.5％ 

LNG 1,833 ▲41.9％ 

 

【 収 支 】 

 輸出から輸入を差し引いた収支は、円安と原油安

の一服により、▲407億円と 4 ヵ月ぶりに赤字に転

じた。 

 国別では、対米国が 3,456 億円の黒字（前年同月

比 14.4％減）、対中国が 4,011 億円の赤字（同

4.4％増）となった。 

 

【 為替レート 】 

 2016 年 4 月の為替レートは 109.2 円（前年同月 120.7

円と比べ 9.6％高）となった。 

 

≪参考≫ 2016 年 5月の国際収支の概要 

上記を受けた 2016年 5月の経常収支は、貿易・サービ

ス収支が黒字幅を拡大したことから、2014 年 7 月以降 23

ヵ月連続の黒字となった。前年同月比では▲445 億円黒

字が減少したが、これは 2014 年以来、22 ヵ月ぶりの減少

であった。 

（単位：億円、％） 

  2016年 5月 前年同月比 

貿易・サービス収支 1,574 ＋1,192 黒字拡大 

  貿易収支 399 ＋887 黒字転化 

    輸出 50,456 ▲6,838 11.9％減 

    輸入 50,057 ▲7,724 13.4％減 

  サービス収支 1,174 ＋305 黒字拡大 

第一次所得収支 18,982 ▲1,064 黒字縮小 

第二次所得収支 －2,465 ▲572 赤字拡大 

経常収支 18,091 ▲445 黒字縮小 

（広報・調査グループ 保田明子） 



２０１６年０５月分貿易統計の概要（財務省６月２０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０５月 対世界 50,910 -11.3% -2.4% -9.1% 51,317 -13.8% 3.6% -16.8% 102,226 -12.6% -407 -81.1%

対米国 9,699 -10.7% -6.3% -4.7% 6,242 -8.5% -0.1% -8.5% 15,941 -9.9% 3,456 -14.4%
対EU 5,778 -4.0% -1.4% -2.7% 6,514 -1.5% 10.8% -11.1% 12,292 -2.7% -736 24.0%
対アジア 27,690 -13.0% -2.1% -11.1% 25,532 -10.7% 1.4% -11.9% 53,222 -11.9% 2,159 -33.9%
対中国 9,019 -14.9% -2.1% -13.0% 13,030 -9.7% 1.2% -10.8% 22,050 -11.9% -4,011 4.4%
対中東 1,800 -10.7% - - 4,975 -30.7% - - 6,775 -26.3% -3,175 -38.5%
対ロシア 380 -13.3% - - 968 -26.0% - - 1,349 -22.8% -588 -32.4%

（備考）

　 金額 　 数量 （主要増加品目） （主要減少品目）

輸出 ０８ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月連続拡大） ０３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） - - - 鉄鋼 半導体等電子部品 有機化合物

輸入 １７ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 原油及び粗油 LNG 石油製品

輸出 ０３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） １３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり縮小） - - - 原動機 鉄鋼 自動車の部分品

輸入 ０３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 ２ヵ月連続縮小） 原油及び粗油 - - 石油製品 穀物類 航空機類

輸出 ０４ヵ月ぶりの 減少 ０４ヵ月ぶりの 縮小 自動車の部分品 自動車 - 電算機類の部分品 船舶 有機化合物

輸入 ０３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 航空機類 自動車 - 医薬品 重電機器 石油製品

輸出 ０９ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月連続拡大） ０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） - - - 半導体等電子部品 鉄鋼 有機化合物

輸入 ０９ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 石油製品 通信機 LNG

輸出 ０３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） ０４ヵ月ぶりの 減少 - - - 科学光学機器 有機化合物 半導体等電子部品

輸入 ０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 通信機 電算機類 衣類・同付属品

２０１６年０５月 円ドルレート： １０９．０円/ドル（前年同月１１９．５と比べ８．８％の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ４０．５ドル/バレル（前年同月５８．８ドルと比べ３１．０％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０５月 対世界 7,444 -2.2% 2,551 -20.0% 2,464 -2.8% 2,301 -24.1% 1,729 -12.9% 1,673 -13.4%

対米国 2,717 -1.5% 170 -28.3% 548 -13.1% 144 -39.3% 141 -12.9% 497 -21.9%
対EU 789 8.3% 140 -9.2% 371 23.3% 65 4.4% 122 -18.5% 265 2.5%
対アジア 1,211 1.7% 2,211 -20.2% 1,059 -2.0% 1,701 -21.4% 1,398 -12.4% 688 -11.2%
対中国 356 36.8% 652 -17.1% 481 -11.4% 379 -23.0% 528 -9.4% 222 -14.7%
対中東 961 -7.5% 1 0.3% 83 4.2% 95 -47.0% 16 -14.2% 76 3.6%
対ロシア 169 -2.9% 1 -76.2% 36 -1.6% 3 87.8% 2 -51.9% 10 12.8%

【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０５月 対世界 4,493 -30.6% 1,931 -4.1% 1,920 -3.6% 1,902 -13.5% 1,833 -41.9% 1,743 -17.6%

対米国 94 ZENZO 361 4.6% 11 -8.3% 271 9.2% - - 70 -11.4%
対EU - - 988 -11.7% 132 25.9% 65 30.9% 26 ZENZO 52 31.5%
対アジア 129 -49.5% 262 43.6% 1,744 -5.2% 1,533 -17.5% 624 -36.2% 1,585 -19.4%
対中国 - - 71 -7.7% 1,196 -10.3% 369 -24.2% - - 1,252 -13.8%
対中東 3,883 -28.1% 1 66.7% 0 -32.7% 27 -21.0% 380 -51.2% 2 1.0%
対ロシア 254 -50.5% 0 ZENZO 0 319.8% 0 44.3% 208 -18.6% - ZENGEN

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衣類・同付属品

⑥原動機

対中国

①自動車 ②半導体等電子部品

①原油及び粗油 ⑤LNG

③自動車の部分品

④半導体等電子部品

⑤プラスチック

⑥通信機②医薬品

④鉄鋼

（日本貿易会　広報・調査グループ）
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