
1.品目別輸出入額

〔資料〕

1.大蔵省，昭和48年12月外国貿易概況

2.通商産業省，昭和46年～50年通商白書

3.通商産業省，通商産業行政四半世紀の歩み－通商産業省25年誌－,

1975

2.港別輸出入額

〔資料〕

1.東京、横浜、神戸、大阪、名古屋、門司、函館、および沖縄地区各税

関，昭和48年12月外国貿易月報

2.運輸省，昭和48年港湾統計年報

3.運輸省，昭和49年港湾施設現況一覧表

輸出入額の推移

(外国貿易概況から作成)

日本の輸出入額(1973)

輸入額 383.1億ドル

輸出額 369.3億ドル

輸入品目

1.食料品

2.繊維原料

3.金属原料

4.その他の原料品

5.鉱物性燃料

6.化学製品

7.機械機器

8.その他

輸出品目

1.食料品

2.繊維および同製品

3.化学製品

4.非金属鉱物製品

5.金属および同製品

6.機械機器

7.その他

(外国貿易概況から作成)

輸出入額の地域別割合の推移

輸入額

輸出額

(外国貿易概況から作成)

輸出入額の品目分類内訳表

(内訳は輸出入統計品目表を要約)

輸入品目

品目名 内 訳

食料品 肉類、魚介類、小麦、砂糖、とうもろこし(飼料用)、その他

繊維原料 羊毛、綿花、その他

金属原料 鉄鉱石、非鉄金属鉱、その他

その他の原料品 木材、大豆、非金属鉱、その他

鉱物性燃料 石炭、原油、その他

化学製品 医薬品、その他

機械機器 事務用機器、精密機械、原動機、航空機、その他

その他 繊維製品、非鉄金属、その他

輸出品目

品目名 内 訳

食料品 魚介類、その他

繊維および同製品 合成繊維および合成織物、綿織物、毛織物、人絹スフ織物、

編物および衣類、その他

化学製品 化学肥料、医薬品、人造プラスチック、その他

非金属鉱物製品 陶磁器、真珠、その他

金属および同製品 鉄鋼、非鉄金属、金属製品

機械桟器 原動機、事務用機器、重電機器、繊維機械、テレビ、ラジオ、

テープレコーダー、自動車、船舶、科学光学機器、時計、その他

その他 ゴム、タイヤ、チューブ、がん具、その他

輸出入額の品目別割合の推移

輸入額

輸出額

100％

(外国貿易概況から作成)

輸出入額の相手国別割合(1973)
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主要港別輸出入額
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1. 品 目 別 輸 出 入 額

2. 港 別 輸 出 入 額

わが国の1973年の輸出額は369.3億ドル (10兆314億円)、輸入額は

383.1億ドル (10兆4044億円)である。

1973年の世界貿易額 (社会主義諸国の貿易額をのぞく)にしめるわが国

の貿易額の割合は、輸出額7.2％でアメリカ、西ドイツにつづき世界第3

位、輸入額7.4％でアメリカ、西ドイツ、イギリスにつづき第4位である。

1973年の主な品目別輸出額の割合はつぎのとおりである。

機械機器は輸出額のうち55.1％(203.6億ドル)をしめ、その品目のなか

で自動車(2輪自動車も含む)の割合が21.9％、船舶の割合が18.8％、テレ

ビ、ラジオの割合が9.1％である。金属および同製品は輸出額のうち18.5％

(68.2億ドル)をしめ、その品目のなかで鉄鋼の割合は77.8％である。繊維

および同製品は輸出額のうち8.9％ (32.8億ドル)をしめている。

また1973年の品目別輸入額の割合はつぎのとおりである。

鉱物性燃料は輸入額のうち21.7％(83.3億ドル)をしめ、その品目のなか

で原油の割合は72.1％、石炭の割合は16.3％である。食料品は輸入額のう

ち15.7％(60.1億ドル)をしめ、その品目のなかで魚介類の割合は16.5％、

肉類の割合は13.9％、小麦の割合は11.0％、とうもろこし(飼料用)の割合

は9.2％である。その他の原料品は輸入額のうち15.8％(60.4億ドル)をし

め、その品目のなかで木材の割合は56.5％、大豆の割合は12.8％、非金属鉱

物の割合は6.9％である。品目分類上でその他とされているものは輸入額

のうち16.6％ (63.7億ドル)をしめ、その品目のなかで繊維製品の割合は

26.9％、非鉄金属の割合は26.2％である。

わが国の貿易は原料と燃料を輸入し、製品を輸出する加工貿易型を示し

ている。

わが国の輸出は第2次世界大戦以前は繊維品を主とする軽工業品を中心

に拡大してきたが、1960年代から経済の高度成長期に入って輸出にしめる

重化学工業品の割合が高まり、1961年に軽工業品が37.2％、重工業品が

47.5％、1973年には重化学工業品が79.4％に達した。重化学工業品が輸出品

の大部分をしめるようになって、わが国の輸出の国際競争力はいちじるし

く強化され、輸出増がつづいた。重化学工業品のうちとくに輸出の比重の

大きいのは、鉄鋼、自動車、船舶、通信機器で、これらが輸出額にしめる

割合は1973年に41.7％である。

輸入商品の主なものは食料、原料、燃料で、この傾向は第2次世界大戦前

後を通して変らないが、とくに戦後は重化学工業の発展によって鉱物性燃

料、金属原料の比重が年々高まった。食料品のしめる割合は、鉱物性燃料

の大幅な増加のため相対的に低下しているが、絶対額は増加をつづけてい

る。機械機器のしめる割合は低いが、そのなかでは電子計算機、航空機な

どの比重が大きい。

わが国の貿易を相手地域別にみると、北アメリカと東南アジアのしめる

割合がきわめて高い。アメリカへの輸出は1950年にわが国の輸出額の

21.6％であったが、1960年代は30％前後に増大している。東南アジアへの

輸出は1950年に42.3％できわめて高かったが、1960年は32.2％に低下し

た。1970年から、西アジア、社会主義諸国、中・南アメリカ、大洋州、ア

フリカへの輸出が伸びて北アメリカ、東南アジアへの輸出の比重は低下し

ている。

最近、産油国からの輸入がいちじるしく増加し、西アジアからの輸入の

割合が高くなっている。アメリカからの輸入の割合は1950年に43.2％で、

1973年までわが国輸入市場の第1位をしめてきたが1974年はその座を西

アジアにゆずった。

〔凡例と作図の要点〕

わが国と相手国との輸出額または輸入額が100万ドル未満のものは、そ

れぞれについて記号の表示を省略した。

商品分類は「標準国際貿易分類改訂版」を基準とする「輸出入統計品目

表」により、輸出は7品目、輸入は8品目に分類してある。

輸出入額は通関実績により、輸出額は本船渡価格(F.O.B.価格)、輸入額

は到着価格 (C.I.F.価格)の円から米ドルに換算したものを使用した。

わが国の開港は109港湾、税関空港は8空港である(1975年12月現在)。

輸出額の上位5港は横浜、神戸、名古屋、東京、大阪で、これら5港の輸

出額は総輸出額の66.7％をしめている。また輸入額の上位5港は横浜、神

戸、東京、名古屋、羽田で同様に総輸入額の42.9％をしめている。さらに

6位以下の港は輸出では清水、広島、千葉、堺、川崎と続き、輸入では大阪、

千葉、川崎、四日市、水島と続いている。

図示した港のうち1973年に輸入超過を示す港は83港、輸出超過を示す

港は28港である。わが国の輸入額の過半数をしめる工業原料、鉱物性燃料

はそれぞれの港に分散して輸入され、製品は大規模な港に集中されたのち

輸出される。

臨海工業地に立地する千葉、川崎、水島、四日市港はそれぞれ輸入額の

ほぼ70～90％を原料と燃料でしめる。

輸入においてその他の原料品として表示されているものの約50％は木

材で、輸出において金属および同製品として図示されているもののうち、

約80％は鉄鋼である。

主な港の輸出入額の推移はつぎのとおりである。東京は輸出入額とも増

加しつづけ、1960年から1973年までの年間平均伸び率は、輸出25.2％、輸

入19.9％である。これにくらべて横浜、神戸は輸出入額ともやや停滞して

いる。

コンビナートに立地する港の輸出入額の伸び率も大きく、とりわけ千葉

は1960年から1973年までの間の年間平均伸び率がともに約35％である。

1973年の航空貨物の輸出額、輸入額にしめる割合は、それぞれ5.7％、

9.7％で、輸入において羽田がそのうち50％をしめている。航空貨物は輸入

では電算機、事務用機器、航空機、美術品、ダイヤモンド、貴金属などが

多く、輸出では事務用機器、科学光学機械、時計、通信機器、真珠などが

多い。

〔凡例と作図の要点〕

港別輸出入額は各税関が公表している外国貿易月表を使用した。この資

料は各税関官署（支署、出張所を含む）別の貿易額であって、港湾法、空

港法等に基づく港別の統計ではない。

本図においては税関空港のうち羽田、伊丹を除いた空港の貿易額は同一

行政区域内の港湾の貿易額とを合計して表示した。
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(1973)

1:55,000,000

244 245

品目別輸出入額

品目別輸出入額

輸出入額

輸出または輸入額が100万ドル未満は省略

日本の輸入額

日本の輸出額

輸入品目

食料品

繊維原料

金属原料

その他の原料品

鉱物性燃料

化学製品

機械機器

その他

食料品

繊維および同製品

化学製品

非金属鉱物製品

金属および同製品

機械機器

その他

輸出品目

日本の総輸入額383.1億ドル

日本の総輸出額369.3億ドル
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港 別 輸 出 入 額

港 別 輸 出 入 額

輸出額

輸入額

輸出品目

食料品

繊維および同製品

化学製品

非金属鉱物製品

金属および同製品

機械機器

その他

輸入品目

食料品

繊維原料

金属原料

その他の原料品

鉱物性燃料

化学製品

機械機器

その他
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