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2019 年（暦年）貿易統計（確定）の概要

【 輸 出 】

 2019 年の輸出は、自動車の部分品、鉄鋼、自動車が減

少し、76 兆 9,317 億円（前年比 5.6％減）と 3 年ぶりに減

少。数量も▲4.3％と 4 年ぶりに減少に転じた。

 米中貿易摩擦を背景に中国向けの自動車の部分品や

半導体等製造装置が減少したほか、米国向けの自動車、

関係が悪化している韓国向けの半導体等製造装置など

の輸出が減少した。

 米国・EU・アジア・中国いずれも減少した。

＜ 5 大輸出品目 ＞ （億円）         （増減率）

自動車 119,712 ▲ 2.7％

半導体等電子部品 40,060 ▲ 3.5％

自動車の部分品 36,017 ▲ 9.8％

鉄鋼 30,740 ▲10.7％

原動機 27,279 ▲ 7.5％

＜ 国・地域別 ＞   （伸び率）

対 世界 ▲ 5.6％ 3 年ぶりの減少

対 米国 ▲ 1.4％ 3 年ぶりの減少

対 ＥＵ ▲ 2.8％ 3 年ぶりの減少

対 アジア ▲ 7.6％ 3 年ぶりの減少

対 中国 ▲ 7.6％ 3 年ぶりの減少

【 輸 入 】

 2019 年の輸入は、原油及び粗油、石油製品、LNG など

が減少し、78 兆 5,995 億円（前年比 5.0％減）と 3 年ぶり

に減少。数量は▲1.1％と 3 年ぶりに減少に転じた。

 2019 年の原油入着価格は 66.8 ドル（前年の 72.9 ドルと

比べ 8.3％低）、輸入総額に占める鉱物性燃料の割合は

21.6％となった（前年の 23.3％と比べ 1.7 ポイント減）。ま

た、製品輸入比率は 63.1％（前年の 61.9％と比べ 1.2 ポ

イント増）となった。原油価格の下落により輸入は縮小。

 米国・アジア・中国は減少した。

＜ 5 大輸入品目 ＞   （億円）         （増減率）

原油及び粗油 79,690 ▲10.5％

LNG 43,498 ▲ 8.2％

衣類・同付属品 32,045 ▲ 3.1％

医薬品 30,919   4.4％

通信機 28,463 ▲ 7.8％

＜ 国・地域別 ＞ （伸び率）

対 世界 ▲ 5.0％ 3 年ぶりの減少

対 米国 ▲ 4.2％ 3 年ぶりの減少

対 ＥＵ 0.0％ 3 年連続の増加

対 アジア ▲ 4.6％ 3 年ぶりの減少

対 中国 ▲ 3.9％ 3 年ぶりの減少

【 収 支 】

 輸出から輸入を差し引いた収支は▲16,678 億円となり、

2 年連続で赤字となった。国別では、対米国が 66,143 億

円の黒字（前年比 2.5％増）、対中国が▲37,718 億円の

赤字（同 14.4％増）となった。

 月別推移を見ると、輸出は一貫して前年同月比マイナ

ス。輸入は、3 月、4 月は前年同月比プラスであったが、

5 月以降マイナスが続いた。

＜ 国・地域別 ＞ （伸び率）

対 世界 36.2％ 2 年連続の赤字

対 米国 2.5％ 2 年ぶりの増加

対 ＥＵ 50.6％ 過去最大の赤字

対 アジア ▲29.1％ 2 年連続の減少

対 中国 14.4％ 4 年ぶりの赤字幅拡大

　　　出典：財務省貿易統計より作成
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【 為替レート 】

 2019 年の為替レートは 109.1 円（前年 110.5 円と比べ

1.3％の円高）となった。

【 ≪参考≫ 2019 年の国際収支の概要 】

2019 年の経常収支は、サービス収支の黒字転化を主因に 20

兆 1,150 億円と黒字が拡大した。

（単位：億円、％）

2019 年 対前年比増減

貿易・サービス収支 5,060 ＋4,008 黒字拡大

貿易収支 3,812 ▲7,453 黒字縮小

輸出 760,309 ▲51,954 6.4％減

輸入 756,498 ▲44,500 5.6％減

サービス収支 1,248 ＋11,461 黒字転化

第一次所得収支 209,845 ▲2,877 黒字縮小

第二次所得収支 ▲13,755 ＋6,276 赤字縮小

経常収支 201,150 ＋7,407 黒字拡大

(日本貿易会 調査グループ)



２０１９年（暦年）貿易統計の概要（財務省３月１３日発表）

【地域別概要】 単位：億円、％（対前年比）

（数量） （価格） （数量） （価格）
２０１９年（暦年） 対世界 769,317 -5.6% -4.3% -1.3% 785,995 -5.0% -1.1% -3.8% 1,555,312 -5.3% -16,678 36.2%

対米国 152,545 -1.4% -0.5% -0.9% 86,402 -4.2% 1.2% -5.2% 238,947 -2.4% 66,143 2.5%
対EU 89,553 -2.8% -2.1% -0.9% 97,222 0.0% -2.0% 2.3% 186,775 -1.3% -7,669 50.6%

対アジア 413,268 -7.6% -6.0% -1.6% 374,130 -4.6% -0.8% -3.8% 787,398 -6.2% 39,138 -29.1%

対中国 146,819 -7.6% -7.5% -0.1% 184,537 -3.9% -0.1% -3.6% 331,357 -5.6% -37,718 14.4%

対中東 23,564 -3.2% - - 88,515 -14.7% - - 112,079 -12.5% -64,951 -18.2%

対ロシア 7,826 -2.8% - - 15,606 -9.4% - - 23,432 -7.3% -7,780 -15.2%

（備考）

　 金額 　 数量 （主要増加品目） （主要減少品目）

輸出 3年ぶりの 減少 4年ぶりの 減少 - - - 自動車の部分品 鉄鋼 自動車

輸入 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 - - - 原粗油 石油製品 ＬＮＧ

輸出 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 半導体等製造装置 医薬品 - 自動車 自動車の部分品 電池

輸入 3年ぶりの 減少 3年連続の 増加 - - - 原動機 穀物類 ＬＰＧ

輸出 3年ぶりの 減少 6年ぶりの 減少 自動車 - - 船舶 医薬品 電算機類の部分品

輸入 3年連続の 増加 3年ぶりの 減少 航空機類 医薬品 - 自動車 原動機 有機化合物

輸出 3年ぶりの 減少 4年ぶりの 減少 - - - 鉄鋼 半導体等製造装置 自動車の部分品

輸入 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 - - - 通信機 半導体等電子部品 石油製品

輸出 3年ぶりの 減少 4年ぶりの 減少 自動車 - - 自動車の部分品 半導体等製造装置 半導体等電子部品

輸入 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 電算機類（含周辺機器） - - 通信機 衣類・同付属品 原動機

２０１９年 円ドルレート： １０９．０８円/ドル（前年１１０．５０と比べ１．３%の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ６６．８ドル/バレル（前年７２．９ドルと比べ８．３％低）

【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
２０１９年（暦年） 対世界 119,712 -2.7% 40,060 -3.5% 36,017 -9.8% 30,740 -10.7% 27,279 -7.5% 24,670 -9.6%

対米国 42,889 -5.2% 2,118 -9.4% 8,346 -10.2% 1,889 -7.4% 8,976 -1.8% 4,558 58.1%
対EU 15,889 15.3% 1,736 -12.4% 5,310 -0.5% 684 -5.3% 3,825 -6.9% 608 -27.7%
対アジア 19,209 -1.9% 35,900 -2.6% 14,932 -14.5% 22,634 -13.8% 10,962 -11.9% 19,135 -15.6%
対中国 7,867 23.4% 9,806 -10.6% 6,853 -21.1% 4,945 -11.9% 4,605 -11.0% 9,006 -16.6%

対中東 14,159 -1.1% 22 -23.5% 943 10.3% 1,195 10.7% 812 27.8% 335 -61.1%
対ロシア 3,408 -5.7% 6 -23.8% 913 -2.9% 56 -34.8% 371 35.0% 5 2.5倍

【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
２０１９年（暦年） 対世界 79,690 -10.5% 43,498 -8.2% 32,045 -3.1% 30,919 4.4% 28,463 -7.8% 25,814 -8.3%

対米国 1,781 12.4% 1,968 29.8% 127 -5.4% 4,847 4.6% 901 -3.6% 2,771 -7.5%
対EU - 全減 - 全減 1,819 2.7% 16,756 3.0% 718 -6.5% 1,211 -7.1%
対アジア 888 -38.3% 9,855 -15.1% 29,567 -3.5% 2,995 0.5% 26,129 -8.6% 21,611 -8.7%
対中国 - - 23 全増 17,909 -7.9% 806 -10.1% 20,168 -11.3% 4,897 -2.6%

対中東 70,327 -10.2% 7,785 -24.3% 12 -11.0% 46 -68.9% 39 -14.4% 77 86.9%
対ロシア 4,355 0.6% 3,375 -5.7% 3 83.6% 1 -1.0% 0 42.3% 4 38.6%

収支

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 金額 伸び率

対ＥＵ

輸出 輸入 総額

伸び率

対世界

対米国

対アジア

対中国

①自動車 ②半導体等電子部品 ④鉄鋼 ⑤原動機 ⑥半導体等製造装置

①原油及び粗油 ②ＬＮＧ ③衣類・同付属品 ④医薬品 ⑤通信機 ⑥半導体等電子部品

③自動車の部分品


