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巻末資料１　九州及び日本の貿易の変遷

輸出額 伸び率 全国比 輸入額 伸び率 全国比 輸出額 伸び率 輸入額 伸び率 為替レート

(億円) (%) (%) (億円) (%) (%) (億円) (%) (億円) (%) (円)

1979 (昭和54) 11,983 7.5 5.3 23,484 55.1 9.7 225,315 9.6 242,454 44.9 219.14

1980 (昭和55) 15,387 28.4 5.2 34,234 45.8 10.7 293,825 30.4 319,953 32.0 226.74

1981 (昭和56) 17,511 13.8 5.2 34,457 0.7 11.0 334,690 13.9 314,641 -1.7 220.54

1982 (昭和57) 18,539 5.9 5.4 34,233 -0.7 10.5 344,325 2.9 326,563 3.8 249.08

1983 (昭和58) 17,642 -4.8 5.1 30,689 -10.4 10.2 349,093 1.4 300,148 -8.1 237.51

1984 (昭和59) 22,150 25.6 5.5 30,978 0.9 9.6 403,253 15.5 323,211 7.7 237.52

1985 (昭和60) 21,362 -3.6 5.1 30,176 -2.6 9.7 419,557 4.0 310,849 -3.8 238.54

1986 (昭和61) 16,002 -25.1 4.5 16,769 -44.4 7.8 352,897 -15.9 215,507 -30.7 168.52

1987 (昭和62) 14,003 -12.5 4.2 16,503 -1.6 7.6 333,152 -5.6 217,369 0.9 144.64

1988 (昭和63) 13,171 -5.9 3.9 13,422 -18.7 5.6 339,392 1.9 240,063 10.4 128.15

1989 (平成元) 15,595 18.4 4.1 15,891 18.4 5.5 378,225 11.4 289,786 20.7 137.96

1990 (平成 2) 16,742 7.4 4.0 19,917 25.3 5.9 414,569 9.6 338,552 16.8 144.79

1991 (平成 3) 18,069 7.9 4.3 19,593 -1.6 6.1 423,599 2.2 319,002 -5.8 134.71

1992 (平成 4) 19,425 7.5 4.5 18,539 -5.4 6.3 430,123 1.5 295,274 -7.4 126.65

1993 (平成 5) 19,190 -1.2 4.8 17,127 -7.6 6.4 402,024 -6.5 268,264 -9.1 111.20

1994 (平成 6) 21,115 10.0 5.2 17,992 5.0 6.4 404,976 0.7 281,043 4.8 102.21

1995 (平成 7) 23,526 11.4 5.7 19,860 10.4 6.3 415,309 2.6 315,488 12.3 94.06

1996 (平成 8) 25,409 8.0 5.7 22,513 13.4 5.9 447,313 7.7 379,934 20.4 108.78

1997 (平成 9) 29,217 15.0 5.7 25,524 13.4 6.2 509,380 13.9 409,562 7.8 120.99

1998 (平成10) 29,388 0.6 5.8 21,805 -14.6 5.9 506,450 -0.6 366,536 -10.5 130.91

1999 (平成11) 27,621 -6.0 5.8 21,678 -0.6 6.1 475,476 -6.1 352,680 -3.8 113.91

2000 (平成12) 30,164 9.2 5.8 25,463 17.5 6.2 516,542 8.6 409,384 16.1 107.77

2001 （平成13） 28,374 -5.9 5.8 26,803 5.3 6.3 489,792 -5.2 424,155 3.6 121.53

2002 （平成14） 32,543 14.7 6.2 27,289 1.8 6.5 521,090 6.4 422,275 -0.4 125.39

2003 （平成15） 33,914 4.2 6.2 28,382 4.0 6.4 545,484 4.7 443,620 5.1 115.93

2004 （平成16） 40,008 18.0 6.5 33,786 19.0 6.9 611,700 12.1 492,166 10.9 108.19

2005 （平成17） 43,629 9.1 6.6 42,756 26.5 7.5 656,565 7.3 569,494 15.7 110.22

2006 （平成18） 50,595 16.0 6.7 54,294 27.0 8.1 752,462 14.6 673,443 18.3 116.30

2007 （平成19） 59,095 16.8 7.7 61,089 12.5 8.4 839,314 11.5 731,359 8.6 117.75

2008 （平成20） 59,260 0.3 7.3 71,647 17.3 9.1 810,181 -3.5 789,547 8.0 103.36

2009 （平成21） 40,984 -30.8 7.6 40,850 -43.0 7.9 541,706 -33.1 514,994 -34.8 93.57

2010 （平成22） 51,941 26.7 7.7 49,243 20.5 8.1 673,996 24.4 607,650 18.0 87.78

2011 （平成23） 52,281 0.7 8.0 56,415 14.6 8.3 655,465 -2.7 681,112 12.1 79.81

2012 （平成24） 51,726 -1.1 8.1 56,460 0.1 8.0 637,476 -2.7 706,886 3.8 79.79

2013 （平成25） 56,203 8.7 8.1 66,154 17.2 8.1 697,742 9.5 812,425 14.9 97.60

2014 （平成26） 57,719 2.7 7.9 68,131 3.0 7.9 730,930 4.8 859,091 5.7 105.94

2015 （平成27） 59,566 3.2 7.9 56,788 -16.6 7.2 756,139 3.4 784,055 -8.7 121.04

2016 （平成28） 56,548 -5.1 8.1 44,643 -21.4 6.8 700,358 -7.4 660,420 -15.8 108.79

2017 （平成29） 68,410 21.0 8.7 52,788 18.2 7.0 782,865 11.8 753,792 14.1 112.17

2018 （平成30） 69,506 1.6 8.5 58,854 11.5 7.1 814,788 4.1 827,033 9.7 110.42

備考：九州の1970～1987年は下関港を含んだ金額。　　　出所： 財務省「貿易統計」、門司税関提供資料、内閣府「海外経済データ」から局作成。
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地理圏
（国・地域数）

該　　　当　　　国　・　地　　　域

アジア
（26）

韓国、北朝鮮、中国、台湾、モンゴル、香港、ベトナム、タイ、シンガポール、
マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、
インド、パキスタン、スリランカ、モルディブ、バングラデシュ、東ティモール、マカオ、
アフガニスタン、ネパール、ブータン

中東
（14）

イラン、イラク、バーレーン、サウジアラビア、クウェート、カタール、オマーン、
イスラエル、ヨルダン、シリア、レバノン、アラブ首長国連邦、イエメン、
ヨルダン川西岸及びガザ

中東欧・ロシア等
（22）

アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、
タジキスタン、トルクメニスタン、ジョージア、ポーランド、ロシア、ハンガリー、
アルバニア、ルーマニア、ブルガリア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ウクライナ、
ベラルーシ、モルドバ、チェコ、スロバキア

西欧
（34）

アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、英国、アイルランド、オランダ、
ベルギー、ルクセンブルク、フランス、モナコ、アンドラ、ドイツ、スイス、
アゾレス(葡)、ポルトガル、スペイン、ジブラルタル(英)、イタリア、マルタ、
フィンランド、オーストリア、セルビア、ギリシャ、キプロス、トルコ、クロアチア、
スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア、モンテネグロ、コソボ、
フェロー諸島（デンマーク）、バチカン

北米
（4）

グリーンランド（デンマーク）、カナダ、サンピエール及びミクロン（仏）、米国

中南米
（47）

メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス、ベリーズ、エルサルバドル、ニカラグア、
コスタリカ、パナマ、バーミュダ(英)、バハマ、ジャマイカ、
タークス及びカイコス諸島(英)、バルバドス、トリニダード・トバゴ、キューバ、ハイチ、
ドミニカ共和国、プエルトリコ(米)、米領バージン諸島、蘭領アンティール、
仏領西インド諸島、ケイマン諸島(英)、グレナダ、セントルシア、
アンティグア・バーブーダ、英領バージン諸島、ドミニカ、モントセラト(英)、
セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、英領アンギラ、
サン・バルテルミー島（仏）、コロンビア、ベネズエラ、ガイアナ、スリナム、
仏領ギアナ、エクアドル、ペルー、ボリビア、チリ、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ、
アルゼンチン、フォークランド諸島及びその附属諸島（英）、英領南極地域

アフリカ
（60）

モロッコ、セウタ及びメリリア（西）、アルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト、
スーダン、西サハラ、モーリタニア、セネガル、ガンビア、ギニア・ビサウ、ギニア、
シエラレオネ、リベリア、コートジボワール、ガーナ、トーゴ、ベナン、マリ、
ブルキナファソ、カーボベルデ、カナリー諸島（西）、ナイジェリア、ニジェール、
ルワンダ、カメルーン、チャド、中央アフリカ、赤道ギニア、ガボン、コンゴ共和国、
コンゴ民主共和国、ブルンジ、アンゴラ、サントメ・プリンシペ、
セントヘレナ及びその附属諸島（英）、エチオピア、ジブチ、ソマリア、ケニア、
ウガンダ、タンザニア、セーシェル、モザンビーク、マダガスカル、モーリシャス、
レユニオン（仏）、ジンバブエ、ナミビア、南アフリカ共和国、レソト、マラウイ、
ザンビア、ボツワナ、エスワティニ、英領インド洋地域、コモロ、エリトリア、南スーダン

大洋州
（25）

オーストラリア、パプアニューギニア、その他のオーストラリア領、ニュージーランド、
クック、トケラウ諸島（ニュージーランド）、ニウエ、サモア、バヌアツ、フィジー、
ソロモン、トンガ、キリバス、ピットケルン（英）、ナウル、ニューカレドニア（仏）、
仏領ポリネシア、グアム(米)、米領サモア、米領オセアニア、ツバル、マーシャル、
ミクロネシア、北マリアナ諸島（米）、パラオ

経済圏
（国数）

該　　　当　　　国

ＡＳＥＡＮ
（10）

ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア、
カンボジア、ラオス、ミャンマー

ＥＵ
（28）

スウェーデン、デンマーク、英国、アイルランド、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、
フランス、ドイツ、ポルトガル、スペイン、イタリア、マルタ、フィンランド、
ポーランド、オーストリア、ハンガリー、ギリシャ、ルーマニア、ブルガリア、キプロス、
エストニア、ラトビア、リトアニア、クロアチア、スロベニア、チェコ、スロバキア

巻末資料2　　地理圏・経済圏の分類表
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大 中 小 大 中 小 大 中 小
食料品及び動物 肥料 建設用・鉱山用機械

生きた動物 窒素肥料 加熱用・冷却用機器
肉類及び同調製品 火薬類 ポンプ及び遠心分離機
酪農品及び鳥卵 プラスチック 荷役機械

ミルク、クリーム及びバター メラミン樹脂 ベアリング及び同部分品
魚介類及び同調製品 塩化ビニール樹脂 半導体等製造装置

魚介類 ポリエチレン 電気機器
魚介類の調製品 ポリスチレン 重電機器

穀物及び同調製品 その他の化学製品 電気回路等の機器
小麦粉 原料別製品 絶縁電線及び絶縁ケーブル
米 革及び同製品・毛皮 がい子

果実及び野菜 ゴム製品 映像機器
果実 ゴム加工材料 音響機器
野菜 ゴムタイヤ及びチューブ 音響・映像機器の部分品

糖類及び同調製品・はちみつ ベルト及びベルチング 通信機
コーヒー・茶・ココア・香辛料類 木製品及びコルク製品（除家具） 家庭用電気機器

茶 合板 電池
飼料 木製品（合板を除く） 電球類

魚介類の粉、ミール及びペレット 紙類及び同製品 半導体等電子部品
配合飼料（ペットフードを含む） 紙及び板紙 自動車用等の電気機器

その他の調製食料品 封筒及び雑記帳等の紙製品 電気計測機器
飲料及びたばこ 紙袋・紙テープ及び紙タオル コンデンサー

飲料 織物用糸及び繊維製品 電気用炭素及び黒鉛製品
たばこ 織物用糸 輸送用機器

葉たばこ 織物 鉄道用車両
原材料 繊維二次製品（除衣類） 自動車

原皮及び毛皮（未仕上） 非金属鉱物製品 自動車の部分品
採油用の種・ナット及び核 セメント 二輪自動車類
生ゴム タイル 自転車及び同部分品

合成ゴム ガラス及び同製品 航空機類
木材及びコルク 陶磁器 船舶類

木材 真珠 雑製品
パルプ及び古紙 鉄鋼 照明器具
織物用繊維及びくず 銑鉄 家具

人造繊維 ビレット及びシートバー等 家具（除医療用）
粗鉱物 鉄鋼の棒・形鋼及び線 バッグ類

耐火性材料 鉄鋼のフラットロール製品 衣類及び同附属品
金属鉱及びくず 軌条及びその他の鉄道線路建設材 外衣類

（鉄鋼くず） 管及び管用継手 下着類
その他の動植物性原材料 非鉄金属 ハンカチ

寒天 銅及び同合金 ショール及びマフラー類
鉱物性燃料 アルミニウム及び同合金 メリヤス編み及びクロセ編み衣類

石炭・コークス及び練炭 亜鉛及び同合金 帽子及び同部分品
（コークス） チタン及び同合金 はき物

石油及び同製品 白金族の金属 精密機器類
石油製品 金属製品 科学光学機器

天然ガス及び製造ガス 構造物及び同建設材 時計及び部分品
動植物性油脂 貯蔵用及び輸送用の金属製容器 その他の雑製品

動物性油脂 より線・綱及び網類 写真用・映画用材料
植物性油脂 くぎ・ねじ・ボルト及びナット類 記録媒体（含記録済）
加工油脂及びろう 手道具類及び機械用工具 楽器

化学製品 刃物 書籍・新聞・雑誌
元素及び化合物 卑金属製の家庭用品 クリスマス用品類

有機化合物 錠・かぎ及び取付具 プラスチック製品
無機化合物 鉄鋼製くさり及び同部分品 がん具

鉱物性タール及び粗製薬品 手針・ピン及び留金類 遊戯用具
染料・なめし剤及び着色剤 機械類及び輸送用機器 運動用具

有機合成染料及びレーキ顔料 一般機械 事務用品
塗料類 原動機 貴石等の製品類

医薬品 農業用機械 喫煙用具
プロビタミン及びビタミン 事務用機器 かさ及びつえ類
ビタミン製剤 金属加工機械 ボタン及びスライドファスナー類
抗生物質 繊維機械 くし・かんざし及び化粧用具
抗生物質製剤 ミシン 特殊取扱品

精油・香料及び化粧品類 パルプ製造・製紙及び紙加工機械 再輸出品
化粧品 印刷機械及び製本機械 金（マネタリーゴールドを除く）　　
くつずみ及びクレンザー類 食料品加工機械

出所：財務省「概況品コード表」を基に九州経済産業局作成
備考：概況品コードの1桁を大、3桁を中、5桁を小分類と見なしている

巻末資料3　　品目分類表（2018年輸出）
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大 中 小 大 中 小 大 中 小
食料品及び動物 その他の動植物性原材料 鉄鋼

生きた動物 動物性原材料 銑鉄
鶏 植物性原材料 合金鉄
馬 鉱物性燃料 鉄鋼の棒・形鋼及び線

肉類及び同調製品 石炭・コークス及び練炭 鉄鋼のフラットロール製品
牛肉 石炭 管及び管用継手
羊・やぎ肉 石油及び同製品 非鉄金属
豚・いのししの肉 原油及び粗油 銀及び白金族
鶏肉 石油製品 銅及び同合金
馬肉 天然ガス及び製造ガス ニッケル及び同合金

酪農品及び鳥卵 石油ガス類 アルミニウム及び同合金
ミルク及びクリーム 動植物性油脂 鉛及び同合金
バター 動物性油脂 亜鉛及び同合金
チーズ及びカード 牛脂 すず及び同合金

魚介類及び同調製品 植物性油脂 コバルト及び同合金
魚介類 綿実油 金属製品
魚介類の調製品 パーム油 鉄鋼製構造物及び同建設機材

穀物及び同調製品 桐油 くぎ・ねじ・ナット・ボルト類
小麦及びメスリン 加工油脂及びろう 手道具類及び機械用工具
米 ろう 刃物
大麦及びはだか麦 化学製品 卑金属製の家庭用品
とうもろこし 元素及び化合物 機械類及び輸送用機器
あわ・きび及びひえ 有機化合物 一般機械
こうりゃん（飼料用） 無機化合物 原動機
麦芽 放射性元素 農業用機械

果実及び野菜 鉱物性タール及び粗製薬品 事務用機器
果実 ベンゼン（粗製のもの） 金属加工機械
野菜 キシレン（粗製のもの） 繊維機械

糖類及び同調製品・はちみつ 染料・なめし剤及び着色剤 パルプ製造・製紙及び紙加工機械
砂糖 有機合成染料及びレーキ顔料 印刷機械及び製本機械
糖みつ 植物性のなめしエキス 食料品加工機械
乳糖 塗料類 建設用・鉱山用機械

コーヒー・茶・ココア・香辛料類 医薬品 加熱用・冷却用機器
コーヒー プロビタミン及びビタミン ポンプ及び遠心分離機
ココア 抗生物質 荷役機械
お茶 ホルモン 鉱物・木材等の材料加工機械

飼料 抗生物質製剤 コック・弁類
ふすま 精油・香料及び化粧品類 半導体等製造装置
植物性油かす 精油及びレジノイド 電気機器
魚介類の粉、ミール及びペレット 人造香料類 重電機器

その他の調製食料品 肥料 電気回路等の機器
飲料及びたばこ カリ肥料 絶縁電線及び絶縁ケーブル

飲料 火薬類 音響・映像機器（含部品）
アルコール飲料 プラスチック 通信機

たばこ シリコーン 家庭用電気機器
葉たばこ 塩化ビニール樹脂 半導体等電子部品
製造たばこ ポリエチレン 電気計測機器

原材料 ポリスチレン 電気溶接器
原皮及び毛皮（未仕上） 合成樹脂 輸送用機器

原皮 その他の化学製品 自動車
毛皮 消毒剤・殺虫剤及び殺菌剤類 自動車の部分品

採油用の種・ナット及び核 でん粉 二輪自動車類
落花生 カゼイン 航空機類
大豆 ロジン 船舶類
その他の採油用種子 調製石油添加剤 自転車

生ゴム 触媒 雑製品
天然ゴム 原料別製品 照明器具
天然ゴムラテックス 革及び同製品・毛皮 家具
合成ゴム 羊革 バッグ類

木材及びコルク ゴム製品 衣類及び同附属品
木材 ゴム加工材料 衣類

パルプ及び古紙 木製品及びコルク製品（除家具） 衣類附属品
パルプ 合板・ウッドパネル メリヤス編み及びクロセ編み衣類

織物用繊維及びくず パルプウッド等 はき物
絹 木製建具及び建築用木工品 精密機器類
羊毛 紙類及び同製品 科学光学機器
繊獣毛 紙及び板紙 時計及び部分品
獣毛（カード、コームしたもの） 織物用糸及び繊維製品 その他の雑製品
綿花 織物用繊維糸 写真用・映画用材料
麻類（含くず） 綿織物 記録媒体（含記録済）

粗鉱物 毛織物 書籍・新聞・雑誌
りん鉱石 絹織物 プラスチック製品
粗鉱物（除りん鉱石） 合成繊維織物 がん具及び遊戯用具

金属鉱及びくず チュール及びししゅう布類 運動用具
鉄鉱石 敷物類 事務用品
鉄鋼くず メリヤス編物及びクロセ編物 美術品・収集品及びこっとう
非鉄金属鉱 非金属鉱物製品 成形品及び彫刻品
非鉄卑金属くず ガラス及び同製品 特殊取扱品

ダイヤモンド 再輸入品
貴石及び半貴石 金（マネタリーゴールドを除く）

出所：財務省「概況品コード表」を基に九州経済産業局作成
備考：概況品コードの1桁を大、3桁を中、5桁を小分類と見なしている

品目分類表（2018年輸入）
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