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2019 年（年度）貿易統計（確報）の概要

【 輸 出 】

 2019 年度の輸出は、自動車、自動車の部分品、原動機

が減少し、75 兆 8,802 億円（前年度比 6.0％減）と 3 年ぶ

りに減少した。数量も▲4.4％と 2 年連続で減少した。

 米中貿易摩擦に加えて、新型コロナウイルスの感染拡

大により輸出は縮小しており、中国向けの半導体等製

造装置や自動車の部分品が減少したほか、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。

＜ 5 大輸出品目 ＞ （億円）         （増減率）

自動車 117,441 ▲ 4.3％

半導体等電子部品 40,923 0.3％

自動車の部分品 35,192 ▲10.6％

鉄鋼 31,051 ▲ 7.0％

原動機 26,486 ▲10.0％

＜ 国・地域別 ＞   （伸び率）

対 世界 ▲ 6.0％ 3 年ぶりの減少

対 米国 ▲ 4.7％ 3 年ぶりの減少

対 ＥＵ ▲ 5.1％ 3 年ぶりの減少

対 アジア ▲ 7.0％ 3 年ぶりの減少

対 中国 ▲ 7.2％ 3 年ぶりの減少

【 輸 入 】

 2019 年度の輸入は、LNG、原油及び粗油、石炭などが

減少し、77 兆 1,714 億円（前年度比 6.3％減）と 3 年ぶり

に減少した。数量は▲2.3％と 3 年ぶりに減少に転じた。

 2019 年度の原油入着価格は 67.9 ドル（前年度の 72．1

ドルと比べ 6.9％低）、輸入総額に占める鉱物性燃料の

割合は 21.5％となった（前年度の 23.2％と比べ1.7 ポイン

ト減）。また、製品輸入比率は 62.9％（前年度の 62.1％と

比べ 0.8 ポイント増）となった。原油価格の下落によって

輸入は縮小した。

＜ 5 大輸入品目 ＞   （億円）         （増減率）

原油及び粗油 79,804 ▲ 8.5％

LNG 40,957 ▲15.8％

医薬品 31,466   6.0％

衣類・同付属品 31,222 ▲ 6.2％

通信機 27,882 ▲ 8.5％

＜ 国・地域別 ＞ （伸び率）

対 世界 ▲ 6.3％ 3 年ぶりの減少

対 米国 ▲ 6.6％ 3 年ぶりの減少

対 ＥＵ ▲ 1.3％ 3 年ぶりの減少

対 アジア ▲ 6.4％ 3 年ぶりの減少

対 中国 ▲ 7.9％ 3 年ぶりの減少

【 収 支 】

 輸出から輸入を差し引いた収支は▲12,912 億円となり、

2 年連続で赤字となった。

 2019 年 12 月に日本の中国向け輸出に下げ止まりの兆

しがあり、年明けには日米貿易協定の発効されることも

相重なって、日本貿易は回復すると思われた。しかし、

中国国内で新型コロナウイルスの感染が拡大したこと

によって、年明け以降、日本貿易は大きく縮小した。

＜ 国・地域別 ＞ （伸び率）

対 世界 ▲19.8％ 2 年連続の赤字

対 米国 ▲ 2.0％ 2 年連続の減少

対 ＥＵ 57.3％ 8 年連続の赤字

対 アジア ▲11.6％ 2 年連続の減少

対 中国 ▲11.3％ 2 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 年度の為替レートは 108.8 円（前年 110.7 円と比べ

1.7％の円高）となった。

【 ≪参考≫ 2019 年度の国際収支の概要 】

2019年度の経常収支は、貿易収支の黒字転化を主因に19兆

7,092 億円と黒字が拡大した。

（単位：億円、％）

2019 年度 対前年度比増減

貿易・サービス収支 1,887 ＋4,888 黒字拡大

貿易収支 6,665 ＋324 黒字拡大

輸出 749,430 ▲53,753 6.7％減

輸入 742,765 ▲54,077 6.8％減

サービス収支 ▲4,777 ＋4,565 赤字縮小

第一次所得収支 209,897 ▲5,365 黒字縮小

第二次所得収支 ▲14,692 ＋2,722 赤字縮小

経常収支 197,092 ＋2,244 黒字拡大

(日本貿易会 調査グループ)



２０１９年（年度）貿易統計の概要（財務省５月２８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（年度） 対世界 758,802 -6.0% -4.4% -1.6% 771,714 -6.3% -2.3% -3.8% 1,530,516 -6.1% -12,912 -19.8%

対米国 149,000 -4.7% -4.1% -0.5% 85,134 -6.6% -2.8% -3.8% 234,134 -5.4% 63,866 -2.0%
対EU 85,225 -5.1% -5.0% -0.5% 94,353 -1.3% -1.4% 0.4% 179,579 -5.3% -9,128 57.3%

対アジア 409,331 -7.0% -5.3% -1.8% 365,193 -6.4% -2.7% -3.7% 774,525 -6.7% 44,138 -11.7%

対中国 145,023 -7.2% -6.2% -1.0% 176,843 -7.9% -4.7% -2.9% 321,866 -7.6% -31,820 -11.3%

対中東 23,817 1.4% - - 88,207 -12.8% - - 112,025 -10.1% -64,390 -17.1%

対ロシア 7,509 -7.7% - - 15,384 -8.2% - - 22,893 -8.0% -7,875 -8.7%

（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 2年連続の 減少 - - - 自動車 自動車の部分品 原動機

輸入 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 - - - LNG 原粗油 石炭

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

輸入 3年ぶりの 減少 4年ぶりの 減少 - - - 穀物類 原動機 原粗油

輸出 3年ぶりの 減少 6年ぶりの 減少 自動車 - - 船舶 原動機 金属加工機械

輸入 3年ぶりの 減少 2年連続の 減少 医薬品 航空機類 - 有機化合物 原動機 非鉄金属

輸出 3年ぶりの 減少 2年連続の 減少 - - - 半導体等製造装置 自動車の部分品 鉄鋼

輸入 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 - - - 通信機 衣類・同付属品 LNG

輸出 3年ぶりの 減少 2年連続の 減少 自動車 - - 自動車の部分品 半導体等製造装置 有機化合物

輸入 3年ぶりの 減少 3年ぶりの 減少 - - - 通信機 衣類・同付属品 原動機

２０１９年度 円ドルレート： １０８．７８円/ドル（前年１１０．６６と比べ１．７％の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ６７．９ドル/バレル（前年７２．１ドルと比べ６．９％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（年度） 対世界 117,441 -4.3% 40,923 0.3% 35,192 -10.6% 31,051 -7.0% 26,486 -10.0% 24,305 -3.9%

対米国 40,961 -10.1% 2,068 -10.6% 8,227 -10.1% 1,728 -16.2% 8,643 -7.9% 1,953 -5.1%
対EU 14,853 7.4% 1,696 -10.9% 5,207 -0.4% 641 -9.4% 3,475 -11.1% 1,696 -7.6%
対アジア 19,484 0.1% 36,836 1.6% 14,283 -16.9% 22,739 -10.0% 10,680 -12.0% 19,724 -3.3%
対中国 8,277 26.1% 10,047 -5.7% 6,500 -22.9% 4,964 -8.1% 4,569 -10.7% 8,247 1.0%

対中東 14,301 3.6% 23 -21.5% 952 11.6% 1,404 42.4% 830 29.5% 139 -25.6%
対ロシア 3,214 -11.9% 6 -31.9% 897 -5.5% 53 -31.0% 359 18.8% 63 30.0%

【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
２０１９年（年度） 対世界 79,804 -8.5% 40,957 -15.8% 31,466 6.0% 31,222 -6.2% 27,822 -8.5% 25,793 -7.3%

対米国 1,287 -39.4% 2,124 24.6% 5,050 4.2% 126 -5.5% 939 6.5% 2,764 -8.6%
対EU - 全減 - 全減 16,911 5.1% 1,769 -0.4% 712 -9.2% 1,140 -11.3%
対アジア 790 -40.4% 9,362 -16.2% 3,045 1.2% 28,781 -6.7% 25,480 -9.3% 21,616 -7.3%
対中国 - - 23 全増 812 -3.8% 17,073 -11.8% 19,375 -13.6% 4,888 -3.8%

対中東 71,019 -7.4% 6,945 -32.9% 45 -15.6% 13 -2.4% 40 -12.2% 118 3.4倍
対ロシア 4,202 2.9% 3,275 -8.6% 1 2.4% 3 80.4% 0 -58.8% 4 10.9%

④鉄鋼 ⑤原動機 ⑥プラスチック

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

③自動車の部分品

対アジア

対中国

①自動車 ②半導体等電子部品

対ＥＵ

輸出 輸入 総額

伸び率

対世界

対米国

収支

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 金額 伸び率


