
（日本貿易会　広報・調査グループ）

２０１６年１０月分貿易統計の概要（財務省１１月２１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１０月 対世界 58,699 -10.3% -1.4% -9.0% 53,737 -16.5% -2.5% -14.4% 112,436 -13.4% 4,962 373.5%

対米国 11,971 -11.2% -2.0% -9.4% 6,168 -9.9% 2.7% -12.3% 18,139 -10.8% 5,803 -12.6%
対EU 6,505 -9.5% 1.7% -11.1% 6,749 -12.0% -0.4% -11.6% 13,254 -10.8% -244 -49.1%
対アジア 31,221 -9.9% -0.9% -9.1% 27,316 -17.4% -3.3% -14.6% 58,537 -13.6% 3,905 144.4%
対中国 10,748 -9.2% 2.6% -11.5% 14,160 -17.9% -5.1% -13.6% 24,908 -14.4% -3,412 -37.0%
対中東 2,089 -26.9% - - 4,813 -23.4% - - 6,902 -24.5% -2,724 -20.6%
対ロシア 558 6.5% - - 942 -38.1% - - 1,501 -26.6% -384 -61.5%

（備考）

　 金額 　 数量 （主要増加品目） （主要減少品目）

輸出 １３ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり拡大） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 自動車 鉄鋼 鉱物性燃料

輸入 ２２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり拡大） ０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） - - - 原油及び粗油 LNG 衣類・同付属品

輸出 ０８ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり拡大） ０２ヵ月ぶりの 減少 - - - 自動車 鉄鋼 自動車の部分品

輸入 ０８ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり拡大） ０２ヵ月連続の 増加　　（増加幅 拡大） - - - 穀物類 航空機類 医薬品

輸出 ０２ヵ月ぶりの 減少 ０５ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ３ヵ月ぶり縮小） - - - 自動車 電算機類の部分品 鉄鋼

輸入 ０８ヵ月ぶりの 減少 ０３ヵ月ぶりの 減少 - - - 医薬品 科学光学機器 航空機類

輸出 １４ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり拡大） ０５ヵ月ぶりの 減少 - - - 鉄鋼 鉱物性燃料 自動車の部分品

輸入 １４ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） ０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） - - - 衣類・同付属品 LNG 半導体等電子部品

輸出 ０８ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０５ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ３ヵ月ぶり縮小） - - - 通信機 金属加工機械 鉄鋼

輸入 ０７ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） ０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） - - - 衣類・同付属品 通信機 電算機類（含周辺機器）

２０１６年１０月 円ドルレート： １０３．８円/ドル（前年同月１２０．１と比べ１３．５％の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ４４．６ドル/バレル（前年同月４７．９ドルと比べ７．０％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１０月 対世界 9,942 -11.3% 3,191 -7.1% 3,057 -0.9% 2,311 -19.3% 2,025 -8.1% 1,933 -9.2%

対米国 3,922 -2.7% 210 -16.4% 749 -9.2% 138 -40.2% 637 -8.7% 159 -6.5%
対EU 1,146 -6.2% 152 -14.0% 394 -0.4% 63 -44.8% 281 -10.3% 121 -19.3%
対アジア 1,415 -16.0% 2,802 -5.8% 1,314 5.6% 1,669 -17.0% 864 -5.6% 1,578 -8.0%
対中国 480 -11.4% 827 -6.0% 657 13.4% 370 -20.1% 323 22.4% 620 -4.7%
対中東 1,245 -33.6% 1 -76.4% 73 -17.1% 107 -21.0% 44 -34.3% 14 -38.0%
対ロシア 297 0.5% 1 8.7% 49 21.6% 5 28.3% 13 2.9% 4 31.0%

【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１０月 対世界 3,989 -27.2% 3,321 -3.2% 2,425 -32.1% 2,376 -13.4% 2,332 -26.5% 2,024 -21.1%

対米国 - - 85 0.1% - ZENGEN 339 -19.9% 10 -22.8% 310 13.6%
対EU - - 48 -19.4% - - 1,311 -20.3% 108 -14.7% 67 45.1%
対アジア 221 8.1% 3,139 -3.3% 698 -50.5% 239 -7.3% 2,187 -27.2% 1,620 -25.7%
対中国 - - 2,765 -6.1% - - 66 -2.3% 1,540 -30.1% 393 -19.3%
対中東 3,433 -20.8% 2 -26.4% 614 -28.8% 3 409.6% 0 -50.6% 10 -81.1%
対ロシア 193 -65.6% 0 ZENZO 240 -12.5% 0 ZENZO 0 ZENZO 0 -43.9%
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