
日本の自動車輸出相手国上位10カ国の推移
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

49,797 億円 55,138 億円 71,123 億円 77,952 億円 70,948 億円 69,301 億円 72,108 億円 87,746 億円 88,950 億円 92,142 億円

米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国

20,663 億円 22,407 億円 27,698 億円 32,597 億円 33,960 億円 35,161 億円 37,516 億円 44,681 億円 38,136 億円 35,883 億円

▲21.4% (41.5%) ＋8.4% (40.6%) ＋23.6% (38.9%) ＋17.7% (41.8%) ＋4.2% (47.9%) ＋3.5% (50.7%) ＋6.7% (52.0%) ＋19.1% (50.9%) ▲14.6% (42.9%) ▲5.9% (38.9%)

ドイツ ドイツ オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア

3,269 億円 2,948 億円 3,709 億円 4,379 億円 4,027 億円 3,894 億円 3,816 億円 4,797 億円 5,708 億円 6,674 億円

▲4.4% (6.6%) ▲9.8% (5.3%) ＋37.7% (5.2%) ＋18.1% (5.6%) ▲8.0% (5.7%) ▲3.3% (5.6%) ▲2.0% (5.3%) ＋25.7% (5.5%) ＋19.0% (6.4%) ＋16.9% (7.2%)

オーストラリア オーストラリア ドイツ ドイツ ドイツ カナダ カナダ カナダ 英国 英国

2,599 億円 2,693 億円 3,676 億円 4,074 億円 3,231 億円 2,509 億円 2,883 億円 3,907 億円 3,503 億円 4,092 億円

▲16.1% (5.2%) ＋3.6% (4.9%) ＋24.7% (5.2%) ＋10.9% (5.2%) ▲20.7% (4.6%) ＋1.4% (3.6%) ＋14.9% (4.0%) ＋35.5% (4.5%) ＋42.9% (3.9%) ＋16.8% (4.4%)

タイ タイ 英国 英国 カナダ ドイツ サウジアラビア サウジアラビア カナダ カナダ

1,882 億円 2,039 億円 2,774 億円 3,108 億円 2,473 億円 2,120 億円 2,115 億円 2,515 億円 3,296 億円 2,850 億円

＋39.9% (3.8%) ＋8.3% (3.7%) ＋49.1% (3.9%) ＋12.1% (4.0%) ▲0.4% (3.5%) ▲34.4% (3.1%) ＋48.0% (2.9%) ＋18.9% (2.9%) ▲15.7% (3.7%) ▲13.5% (3.1%)

英国 英国 カナダ カナダ 英国 英国 英国 英国 ドイツ ドイツ

1,556 億円 1,860 億円 2,320 億円 2,483 億円 2,451 億円 1,833 億円 2,101 億円 2,452 億円 2,957 億円 2,710 億円

▲15.7% (3.1%) ＋19.5% (3.4%) ＋104.0% (3.3%) ＋7.0% (3.2%) ▲21.1% (3.5%) ▲25.2% (2.6%) ＋14.6% (2.9%) ＋16.7% (2.8%) ＋25.4% (3.3%) ▲8.4% (2.9%)

マレーシア 香港 香港 サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア ドイツ ドイツ サウジアラビア サウジアラビア

932 億円 1,497 億円 2,289 億円 2,337 億円 1,493 億円 1,429 億円 1,701 億円 2,359 億円 2,268 億円 2,112 億円

＋57.4% (1.9%) ＋64.6% (2.7%) ＋52.9% (3.2%) ＋50.8% (3.0%) ▲36.1% (2.1%) ▲4.3% (2.1%) ▲19.7% (2.4%) ＋38.6% (2.7%) ▲9.8% (2.6%) ▲6.9% (2.3%)

カナダ マレーシア サウジアラビア 香港 イタリア イタリア イタリア 中国 中国 ロシア

931 億円 1,292 億円 1,550 億円 1,598 億円 1,303 億円 1,203 億円 1,183 億円 1,831 億円 2,228 億円 2,049 億円

▲30.3% (1.9%) ＋38.7% (2.3%) ＋26.0% (2.2%) ▲30.2% (2.0%) ＋16.0% (1.8%) ▲7.7% (1.7%) ▲1.6% (1.6%) ＋204.0% (2.1%) ＋21.7% (2.5%) ＋103.3% (2.2%)

香港 サウジアラビア マレーシア アラブ首長国連邦 フランス アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 イタリア イタリア アラブ首長国連邦

909 億円 1,231 億円 1,494 億円 1,229 億円 1,051 億円 974 億円 1,148 億円 1,517 億円 1,838 億円 1,887 億円

▲43.3% (1.8%) ＋74.5% (2.2%) ＋15.6% (2.1%) ＋36.4% (1.6%) ▲0.0% (1.5%) ＋0.9% (1.4%) ＋17.8% (1.6%) ＋28.2% (1.7%) ＋21.2% (2.1%) ＋11.3% (2.0%)

ニュージーランド カナダ タイ イタリア アラブ首長国連邦 シンガポール 香港 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 イタリア

795 億円 1,137 億円 999 億円 1,123 億円 966 億円 837 億円 839 億円 1,361 億円 1,695 億円 1,875 億円

▲2.4% (1.6%) ＋22.2% (2.1%) ▲51.0% (1.4%) ＋39.2% (1.4%) ▲21.4% (1.4%) ＋76.1% (1.2%) ＋5.4% (1.2%) ＋18.6% (1.6%) ＋24.5% (1.9%) ＋2.1% (2.0%)

サウジアラビア ニュージーランド アラブ首長国連邦 フランス ニュージーランド スペイン ニュージーランド フランス フランス 中国

705 億円 1,045 億円 901 億円 1,051 億円 919 億円 821 億円 789 億円 1,054 億円 1,365 億円 1,779 億円

▲42.7% (1.4%) ＋31.4% (1.9%) ＋37.8% (1.3%) ＋42.9% (1.3%) ＋19.4% (1.3%) ▲8.6% (1.2%) ＋14.9% (1.1%) ＋42.8% (1.2%) ＋29.5% (1.5%) ▲20.2% (1.9%)

  （注1）下段左欄は伸び率、同右欄の( )は総額に対する構成比。

  （注2）上記数値は全て確定値。

＋21.7%

順
位

2

7

6

5

3

1

＋9.6% ▲9.0% ＋4.1%▲2.3% ＋1.4%▲14.7% ＋10.7% ＋29.0% ＋3.6%

4

10

9

8



日本の自動車輸出相手国上位10カ国の推移
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

99,288 億円 122,995 億円 143,170 億円 137,361 億円 66,933 億円 91,741 億円 82,042 億円 92,250 億円 104,125 億円 109,194 億円

米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国

39,765 億円 52,751 億円 53,035 億円 42,386 億円 22,551 億円 28,512 億円 24,497 億円 30,330 億円 37,443 億円 36,566 億円

＋10.8% (40.1%) ＋32.7% (42.9%) ＋0.5% (37.0%) ▲20.1% (30.9%) ▲46.8% (33.7%) ＋26.4% (31.1%) ▲14.1% (29.9%) ＋23.8% (32.9%) ＋23.5% (36.0%) ▲2.3% (33.5%)

オーストラリア オーストラリア ロシア ロシア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア

6,669 億円 6,806 億円 9,494 億円 13,019 億円 5,200 億円 6,882 億円 6,086 億円 7,525 億円 7,484 億円 6,991 億円

▲0.1% (6.7%) ＋2.1% (5.5%) ＋55.3% (6.6%) ＋37.1% (9.5%) ▲34.5% (7.8%) ＋32.4% (7.5%) ▲11.6% (7.4%) ＋23.6% (8.2%) ▲0.5% (7.2%) ▲6.6% (6.4%)

英国 ロシア オーストラリア オーストラリア 中国 中国 ロシア ロシア ロシア 中国

3,842 億円 6,112 億円 7,740 億円 7,944 億円 3,609 億円 6,167 億円 5,886 億円 6,242 億円 5,864 億円 6,303 億円

▲6.1% (3.9%) ＋81.7% (5.0%) ＋13.7% (5.4%) ＋2.6% (5.8%) ▲14.7% (5.4%) ＋70.9% (6.7%) ＋36.3% (7.2%) ＋6.0% (6.8%) ▲6.1% (5.6%) ＋20.8% (5.8%)

カナダ カナダ カナダ アラブ首長国連邦 カナダ ロシア 中国 中国 中国 ロシア

3,500 億円 4,600 億円 5,202 億円 4,832 億円 2,857 億円 4,319 億円 5,578 億円 4,794 億円 5,219 億円 5,284 億円

＋22.8% (3.5%) ＋31.4% (3.7%) ＋13.1% (3.6%) ＋20.3% (3.5%) ▲39.5% (4.3%) ＋216.2% (4.7%) ▲9.6% (6.8%) ▲14.0% (5.2%) ＋8.8% (5.0%) ▲9.9% (4.8%)

ロシア 英国 英国 カナダ サウジアラビア カナダ カナダ アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦

3,363 億円 3,582 億円 4,817 億円 4,722 億円 2,273 億円 3,238 億円 2,529 億円 3,236 億円 4,117 億円 4,728 億円

＋64.1% (3.4%) ▲6.8% (2.9%) ＋34.5% (3.4%) ▲9.2% (3.4%) ▲40.0% (3.4%) ＋13.3% (3.5%) ▲21.9% (3.1%) ＋48.8% (3.5%) ＋27.2% (4.0%) ＋14.8% (4.3%)

ドイツ ドイツ アラブ首長国連邦 中国 オマーン サウジアラビア アラブ首長国連邦 サウジアラビア サウジアラビア サウジアラビア

2,510 億円 3,256 億円 4,016 億円 4,231 億円 1,627 億円 2,755 億円 2,175 億円 3,017 億円 3,166 億円 3,610 億円

▲7.4% (2.5%) ＋29.7% (2.6%) ＋46.5% (2.8%) ＋30.4% (3.1%) ▲45.7% (2.4%) ＋21.2% (3.0%) ▲20.3% (2.7%) ＋52.1% (3.3%) ＋5.0% (3.0%) ＋14.0% (3.3%)

サウジアラビア アラブ首長国連邦 中国 サウジアラビア アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 サウジアラビア カナダ カナダ オマーン

2,325 億円 2,742 億円 3,246 億円 3,785 億円 1,586 億円 2,727 億円 1,983 億円 3,004 億円 3,066 億円 2,885 億円

＋10.1% (2.3%) ＋27.1% (2.2%) ＋79.2% (2.3%) ＋21.7% (2.8%) ▲67.2% (2.4%) ＋72.0% (3.0%) ▲28.0% (2.4%) ＋18.8% (3.3%) ＋2.1% (2.9%) ＋28.5% (2.6%)

アラブ首長国連邦 サウジアラビア サウジアラビア オマーン 英国 オマーン 英国 オマーン オマーン 英国

2,158 億円 2,351 億円 3,110 億円 2,998 億円 1,547 億円 2,152 億円 1,801 億円 2,189 億円 2,245 億円 2,582 億円

＋14.4% (2.2%) ＋1.1% (1.9%) ＋32.3% (2.2%) ＋42.7% (2.2%) ▲47.4% (2.3%) ＋32.2% (2.3%) ▲10.3% (2.2%) ＋33.8% (2.4%) ＋2.6% (2.2%) ＋73.5% (2.4%)

イタリア イタリア ドイツ 英国 ドイツ 英国 オマーン インドネシア ドイツ カナダ

1,583 億円 2,067 億円 3,082 億円 2,943 億円 1,526 億円 2,008 億円 1,636 億円 1,782 億円 1,492 億円 2,558 億円

▲15.6% (1.6%) ＋30.6% (1.7%) ▲5.4% (2.2%) ▲38.9% (2.1%) ▲35.6% (2.3%) ＋29.8% (2.2%) ▲24.0% (2.0%) ＋18.0% (1.9%) ＋5.4% (1.4%) ▲16.6% (2.3%)

スペイン 中国 スペイン ドイツ ロシア ドイツ ドイツ タイ 英国 ドイツ

1,484 億円 1,812 億円 2,120 億円 2,370 億円 1,366 億円 1,639 億円 1,597 億円 1,541 億円 1,488 億円 1,894 億円

＋7.5% (1.5%) ＋27.2% (1.5%) ＋30.5% (1.5%) ▲23.1% (1.7%) ▲89.5% (2.0%) ＋7.4% (1.8%) ▲2.5% (1.9%) ＋54.6% (1.7%) ＋9.3% (1.4%) ＋26.9% (1.7%)

  （注1）下段左欄は伸び率、同右欄の( )は総額に対する構成比。

  （注2）上記数値は全て確定値。

2

3

1

＋37.1%▲51.3% ＋4.9%＋12.4%

6

7

9

＋12.9%▲10.6%＋7.8% ＋23.9% ＋16.4% ▲4.1%

順
位

8

10

4

5



日本の自動車輸出相手国上位10カ国の推移
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

120,463 億円 113,329 億円 118,254 億円 123,072 億円 119,712 億円 95,796 億円 107,222 億円

米国 米国 米国 米国 米国 米国 米国

43,863 億円 44,115 億円 45,684 億円 45,241 億円 42,889 億円 34,666 億円 35,850 億円

＋20.0% (36.4%) ＋0.6% (38.9%) ＋3.6% (38.6%) ▲1.0% (36.8%) ▲5.2% (35.8%) ▲19.2% (36.2%) ＋3.4% (33.4%)

オーストラリア オーストラリア オーストラリア オーストラリア 中国 中国 オーストラリア

7,138 億円 6,771 億円 8,021 億円 8,505 億円 7,867 億円 9,111 億円 9,846 億円

＋2.1% (5.9%) ▲5.1% (6.0%) ＋18.5% (6.8%) ＋6.0% (6.9%) ＋23.4% (6.6%) ＋15.8% (9.5%) ＋36.6% (9.2%)

アラブ首長国連邦 中国 中国 中国 オーストラリア オーストラリア 中国

5,468 億円 5,341 億円 5,592 億円 6,377 億円 7,041 億円 7,208 億円 9,440 億円

＋15.7% (4.5%) ＋6.8% (4.7%) ＋4.7% (4.7%) ＋14.0% (5.2%) ▲17.2% (5.9%) ＋2.4% (7.5%) ＋3.6% (8.8%)

中国 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 アラブ首長国連邦 カナダ カナダ

5,003 億円 4,680 億円 4,493 億円 5,440 億円 4,245 億円 2,953 億円 3,686 億円

▲20.6% (4.2%) ▲14.4% (4.1%) ▲4.0% (3.8%) ＋21.1% (4.4%) ▲22.0% (3.5%) ▲21.3% (3.1%) ＋24.8% (3.4%)

サウジアラビア カナダ カナダ カナダ カナダ アラブ首長国連邦 ロシア

4,240 億円 3,062 億円 3,708 億円 3,966 億円 3,753 億円 2,809 億円 3,575 億円

＋17.4% (3.5%) ▲1.4% (2.7%) ＋21.1% (3.1%) ＋7.0% (3.2%) ▲5.4% (3.1%) ▲33.8% (2.9%) ＋35.8% (3.3%)

英国 英国 ロシア ロシア ロシア 台湾 アラブ首長国連邦

3,357 億円 2,783 億円 2,948 億円 3,613 億円 3,408 億円 2,703 億円 3,121 億円

＋30.0% (2.8%) ▲17.1% (2.5%) ＋9.0% (2.5%) ＋22.6% (2.9%) ▲5.7% (2.8%) ▲6.2% (2.8%) ＋11.1% (2.9%)

カナダ ロシア 英国 台湾 サウジアラビア ロシア サウジアラビア

3,105 億円 2,705 億円 2,750 億円 2,594 億円 3,354 億円 2,632 億円 3,022 億円

＋21.4% (2.6%) ▲8.6% (2.4%) ▲1.2% (2.3%) ＋16.7% (2.1%) ＋31.6% (2.8%) ▲22.8% (2.7%) ＋16.1% (2.8%)

オマーン サウジアラビア 台湾 ドイツ 英国 サウジアラビア 台湾

3,054 億円 2,623 億円 2,223 億円 2,552 億円 3,185 億円 2,603 億円 2,800 億円

＋5.9% (2.5%) ▲38.1% (2.3%) ＋7.3% (1.9%) ＋17.9% (2.1%) ＋25.7% (2.7%) ▲22.4% (2.7%) ＋3.6% (2.6%)

ロシア オマーン ドイツ サウジアラビア 台湾 英国 英国

2,958 億円 2,107 億円 2,164 億円 2,548 億円 2,881 億円 2,208 億円 2,100 億円

▲44.0% (2.5%) ▲31.0% (1.9%) ＋6.7% (1.8%) ＋34.2% (2.1%) ＋11.1% (2.4%) ▲30.7% (2.3%) ▲4.9% (2.0%)

メキシコ 台湾 メキシコ 英国 ドイツ ドイツ ニュージーランド

2,107 億円 2,073 億円 2,075 億円 2,534 億円 2,685 億円 1,990 億円 2,013 億円

＋34.6% (1.7%) ＋5.4% (1.8%) ＋7.6% (1.8%) ▲7.9% (2.1%) ＋5.2% (2.2%) ▲25.9% (2.1%) ＋73.3% (1.9%)

  （注1）下段左欄は伸び率、同右欄の( )は総額に対する構成比。

  （注2）上記数値は全て確定値。

▲2.7%

10

順
位

1

2

3

5

4

7

6

9

8

＋10.3% ＋11.9%▲5.9% ＋4.1% ▲20.0%＋4.3%


