
○輸出総額は10兆2,479億円、伸率は+16.2％で3期連続のプラス

　　「半導体等電子部品」、「鉱物性燃料」が増加

○輸入総額は9兆6,830億円、伸率は+34.3％で3期連続のプラス

　　「医薬品」、「原油及び粗油」が増加

○15期連続の出超

　　差引額は5,649億円

《　貿　易　額　》

《　品 目 別 動 向　》 ★は半期別過去最高額　※は上半期として過去最高額

総額は輸出入ともに半期別で過去最高額！

輸出は3期連続で過去最高額を更新、初の10兆円超

輸出 主要増減品目 伸率 寄与度 主な増減国 推　移

1 半導体等電子部品 12,570億円 ※ +10.9% +1.4 台湾 6期連続のプラス

2 鉱物性燃料 1,748億円 +198.9% +1.3 オーストラリア 2期連続のプラス

1 科学光学機器 2,635億円 -15.9% -0.6 中国 3期ぶりのマイナス

2 通信機 671億円 -14.8% -0.1 中国 2期連続のマイナス

輸入 主要増減品目 伸率 寄与度 主な増減国 推　移

1 医薬品 9,261億円 ★ +54.2% +4.5 スペイン 4期連続のプラス

2 原油及び粗油 5,180億円 +121.4% +3.9 アラブ首長国連邦 2期連続のプラス

1 たばこ 1,364億円 -10.0% -0.2 イタリア 2期連続のマイナス

2 通信機 3,328億円 -2.4% -0.1 中国 3期ぶりのマイナス

輸出額

増加

減少

輸入額

増加

減少

近畿圏 貿易概況・速報
令和4年7月21日

大 阪 税 関

2022年（令和4年）上半期分

価額 伸率 全国比 推移 価額 伸率

輸　出 102,479億円 +16.2% 22.3% 3期連続のプラス 459,378億円 +15.2%

輸　入 96,830億円 +34.3% 18.0% 3期連続のプラス 538,619億円 +37.9%

差　引 5,649億円 -64.8% － 15期連続の出超 -79,241億円 －

区　分
近畿圏 全国
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貿易額 / 伸率の推移（兆円）

為替レート：税関長公示レートの平均値

2022年上半期：121.36円/ドル（2021年上半期：107.19円/ドルと比べ13.2％の円安）
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○アジア（含中国）

○中国

○ＡＳＥＡＮ

主要地域（国）別動向
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輸出伸率 輸入伸率貿易額 / 伸率の推移（兆円）

【主要増減品目】 輸出額 伸率 寄与度 【主要増減品目】 輸入額 伸率 寄与度

1 映像機器 575億円 15.5倍 +2.4 1 無機化合物 855億円 +142.6% +2.1

2 非鉄金属 1,017億円 +82.9% +2.0 2 衣類及び同附属品 2,990億円 +12.0% +1.4

1 科学光学機器 834億円 -44.8% -3.0 1 通信機 2,671億円 -6.8% -0.8

2 電池 105億円 -54.8% -0.6 2 石油製品 19億円 -66.4% -0.2

増加

減少

【主要増減品目】 輸出額 伸率 寄与度 主な増減国 【主要増減品目】 輸入額 伸率 寄与度 主な増減国

1 鉱物性燃料 506億円 +146.7% +2.1 シンガポール 1 天然ガス及び製造ガス 944億円 +69.2% +3.5 インドネシア

2 鉄鋼 1,189億円 +23.0% +1.5 タイ 2 石炭 416億円 +355.9% +3.0 インドネシア

1 事務用機器 216億円 -24.8% -0.5 ベトナム 1 音響・映像機器（含部品） 317億円 -14.9% -0.5 マレーシア

2 原料品 321億円 -16.4% -0.4 ベトナム 2 石油製品 37億円 -19.3% -0.1 マレーシア

増加

減少

【主要増減品目】 輸出額 伸率 寄与度 主な増減国 【主要増減品目】 輸入額 伸率 寄与度 主な増減国

1 半導体等電子部品 11,560億円 +9.4% +1.7 台湾 1 無機化合物 1,317億円 +114.7% +1.7 中国

2 非鉄金属 2,709億円 +39.5% +1.3 中国 2 有機化合物 1,724億円 +56.0% +1.5 中国

1 科学光学機器 1,716億円 -26.5% -1.0 中国 1 通信機 3,246億円 -0.4% -0.0 中国

2 電池 269億円 -29.3% -0.2 中国 2 アルコール飲料 12億円 -17.1% -0.0 韓国

増加

減少

価額 伸率 寄与度
対世界

66,907億円 +12.0% +8.1

52,658億円 +24.8% +14.5

差引 14,249億円 -18.8% －

輸入
3期連続のプラス

輸出
3期連続のプラス

価額 伸率 寄与度
対世界

24,653億円 +8.5% +2.2

28,390億円 +20.7% +6.8

差引 -3,737億円 +369.7% －

輸出
4期連続のプラス

輸入
3期連続のプラス

価額 伸率 寄与度
対世界

16,827億円 +16.0% +2.6

14,264億円 +30.6% +4.6

差引 2,563億円 -28.4% －

輸出
3期連続のプラス

輸入
3期連続のプラス
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○ＥＵ

○アメリカ

【主要増減品目】 輸出額 伸率 寄与度 主な増減国 【主要増減品目】 輸入額 伸率 寄与度 主な増減国

1 無機化合物 520億円 +76.8% +2.6 ポーランド 1 医薬品 6,007億円 +100.2% +31.1 スペイン

2 半導体等電子部品 505億円 +45.4% +1.8 ドイツ 2 木材 438億円 +177.4% +2.9 スウェーデン

1 建設用・鉱山用機械 387億円 -19.2% -1.1 オランダ 1 たばこ 956億円 -23.6% -3.1 イタリア

2 通信機 104億円 -28.3% -0.5 スウェーデン 2 通信機 36億円 -64.4% -0.7 フィンランド

増加

減少

【主要増減品目】 輸出額 伸率 寄与度 【主要増減品目】 輸入額 伸率 寄与度

1 医薬品 1,176億円 +88.0% +4.6 1 有機化合物 455億円 +37.8% +1.9

2 建設用・鉱山用機械 1,827億円 +31.7% +3.7 2 半導体等製造装置 260億円 +89.6% +1.8

1 遊戯用具 530億円 -15.8% -0.8 1 天然ガス及び製造ガス 546億円 -36.4% -4.6

2 音響・映像機器部分品 11億円 -65.3% -0.2 2 肉類及び同調製品 486億円 -27.2% -2.7

増加

減少

価額 伸率 寄与度
対世界

10,536億円 +20.9% +2.1

13,440億円 +39.3% +5.3

差引 -2,905億円 +211.1% －

輸出
3期連続のプラス

輸入
4期連続のプラス

価額 伸率 寄与度
対世界

15,228億円 +27.4% +3.7

7,298億円 +8.3% +0.8

差引 7,930億円 +52.1% －

輸出
3期連続のプラス

輸入
3期連続のプラス

【注釈】

1.近畿圏は大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山の２府４県

2.輸出はＦＯＢ価格、輸入はＣＩＦ価格で集計

3.輸出は船舶（航空機）出港の日、輸入は原則として輸入許可の日をもって計上

4.表示単位未満は四捨五入、「0」は単位に満たないもの、「－」は実績なしのもの

5.「伸率」は対前年同期伸率をいう。

6.「過去最高額」は1979年上半期以降の比較による。

7.2022年上半期分は速報値、2021年分は確々報値、2020年以前は確定値による。

8.統計数値は段階を踏んで修正しております。大幅な修正情報につきましては財務省貿易統計ＨＰの「正誤情報」をご確認ください。

9.貿易統計におけるＥＵの数値について（英国のＥＵ離脱に伴う変更点）

財務省貿易統計ホームページ内（https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/sonotai/oj020218.htm）

10.本資料を他に転載するときは、大阪税関の資料に基づく旨を注記してください。

11.大阪税関ホームページ (http://www.customs.go.jp/osaka/) 

【地域経済圏】

○ ＥＵ （27か国）

スウェーデン、デンマーク、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、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

○ ＡＳＥＡＮ （10か国）

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
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(単位：百万円)

価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率

2016 上 7,292,564 -9.2% 6,465,185 -14.8% 827,379 +86.7% 4,842,512 -9.2% 3,849,955 -12.7% 992,557 +7.9%

2016 下 7,557,277 -5.9% 6,565,938 -13.6% 991,340 +126.0% 5,202,211 -4.2% 3,833,282 -14.8% 1,368,929 +46.8%

2017 上 7,879,899 +8.1% 7,056,167 +9.1% 823,732 -0.4% 5,325,900 +10.0% 3,939,422 +2.3% 1,386,477 +39.7%

2017 下 8,729,333 +15.5% 7,603,553 +15.8% 1,125,781 +13.6% 6,025,712 +15.8% 4,397,509 +14.7% 1,628,203 +18.9%

2018 上 8,589,932 +9.0% 7,625,841 +8.1% 964,091 +17.0% 5,758,047 +8.1% 4,222,874 +7.2% 1,535,173 +10.7%

2018 下 8,557,638 -2.0% 7,809,043 +2.7% 748,596 -33.5% 5,705,066 -5.3% 4,466,303 +1.6% 1,238,763 -23.9%

2019 上 7,955,991 -7.4% 7,291,747 -4.4% 664,244 -31.1% 5,115,652 -11.2% 4,087,424 -3.2% 1,028,228 -33.0%

2019 下 8,308,738 -2.9% 7,427,284 -4.9% 881,454 +17.7% 5,554,800 -2.6% 4,254,335 -4.7% 1,300,465 +5.0%

2020 上 7,370,660 -7.4% 6,659,931 -8.7% 710,730 +7.0% 4,962,025 -3.0% 3,862,222 -5.5% 1,099,803 +7.0%

2020 下 7,999,498 -3.7% 6,467,391 -12.9% 1,532,106 +73.8% 5,544,567 -0.2% 3,883,203 -8.7% 1,661,363 +27.8%

2021 上 8,819,525 +19.7% 7,212,552 +8.3% 1,606,974 +126.1% 5,972,645 +20.4% 4,218,342 +9.2% 1,754,303 +59.5%

2021 下 9,780,697 +22.3% 8,276,276 +28.0% 1,504,421 -1.8% 6,579,849 +18.7% 4,848,285 +24.9% 1,731,564 +4.2%

2022 上 10,247,941 +16.2% 9,683,035 +34.3% 564,906 -64.8% 6,690,703 +12.0% 5,265,773 +24.8% 1,424,930 -18.8%

(単位：百万円)

価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率

2016 上 1,666,802 -8.9% 2,183,326 -9.9% -516,524 -13.0% 1,178,318 -12.7% 978,460 -17.1% 199,858 +17.9%

2016 下 1,886,755 -2.5% 2,196,565 -14.2% -309,810 -50.5% 1,254,055 -2.2% 934,841 -18.3% 319,214 +130.2%

2017 上 1,940,423 +16.4% 2,260,146 +3.5% -319,723 -38.1% 1,266,862 +7.5% 966,157 -1.3% 300,706 +50.5%

2017 下 2,360,848 +25.1% 2,529,213 +15.1% -168,365 -45.7% 1,422,597 +13.4% 1,075,697 +15.1% 346,900 +8.7%

2018 上 2,164,776 +11.6% 2,364,002 +4.6% -199,226 -37.7% 1,428,174 +12.7% 1,092,124 +13.0% 336,049 +11.8%

2018 下 2,179,450 -7.7% 2,569,388 +1.6% -389,938 +131.6% 1,437,808 +1.1% 1,123,655 +4.5% 314,153 -9.4%

2019 上 1,876,630 -13.3% 2,245,123 -5.0% -368,494 +85.0% 1,342,705 -6.0% 1,110,840 +1.7% 231,865 -31.0%

2019 下 2,067,802 -5.1% 2,301,443 -10.4% -233,642 -40.1% 1,410,401 -1.9% 1,105,946 -1.6% 304,454 -3.1%

2020 上 1,872,072 -0.2% 2,148,423 -4.3% -276,351 -25.0% 1,211,929 -9.7% 995,678 -10.4% 216,251 -6.7%

2020 下 2,241,092 +8.4% 2,183,334 -5.1% 57,759 － 1,233,537 -12.5% 998,546 -9.7% 234,991 -22.8%

2021 上 2,272,253 +21.4% 2,351,823 +9.5% -79,570 -71.2% 1,449,954 +19.6% 1,091,978 +9.7% 357,976 +65.5%

2021 下 2,599,211 +16.0% 2,657,767 +21.7% -58,556 － 1,497,437 +21.4% 1,236,153 +23.8% 261,283 +11.2%

2022 上 2,465,260 +8.5% 2,838,989 +20.7% -373,730 +369.7% 1,682,668 +16.0% 1,426,367 +30.6% 256,301 -28.4%

(単位：百万円)

価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率 価額 伸率

2016 上 761,659 -4.7% 730,015 -4.0% 31,644 -18.8% 1,005,061 -9.4% 556,883 -12.2% 448,178 -5.7%

2016 下 745,475 -5.5% 747,868 -13.3% -2,392 -96.7% 971,092 -11.4% 552,869 -9.6% 418,223 -13.6%

2017 上 806,714 +5.9% 810,904 +11.1% -4,189 － 1,088,048 +8.3% 666,965 +19.8% 421,083 -6.0%

2017 下 881,230 +18.2% 923,280 +23.5% -42,050 17.6倍 1,122,562 +15.6% 660,804 +19.5% 461,759 +10.4%

2018 上 929,785 +15.3% 950,377 +17.2% -20,592 +391.5% 1,154,045 +6.1% 696,825 +4.5% 457,220 +8.6%

2018 下 901,256 +2.3% 882,225 -4.4% 19,031 － 1,206,434 +7.5% 730,807 +10.6% 475,627 +3.0%

2019 上 924,649 -0.6% 894,621 -5.9% 30,028 － 1,162,232 +0.7% 724,680 +4.0% 437,552 -4.3%

2019 下 883,521 -2.0% 925,871 +4.9% -42,350 － 1,153,806 -4.4% 677,372 -7.3% 476,433 +0.2%

2020 上 740,417 -11.4% 785,252 -5.3% -44,835 － 1,000,894 -13.9% 654,698 -9.7% 346,196 -20.9%

2020 下 740,475 -6.4% 864,792 +2.5% -124,317 +139.1% 1,051,518 -8.9% 570,138 -15.8% 481,381 +1.0%

2021 上 871,693 +19.8% 965,076 +25.2% -93,382 +116.3% 1,195,021 +19.4% 673,702 +2.9% 521,318 +50.6%

2021 下 985,077 +33.0% 1,041,344 +20.4% -56,267 -54.7% 1,353,176 +28.7% 685,730 +20.3% 667,446 +38.7%

2022 上 1,053,565 +20.9% 1,344,049 +39.3% -290,485 +211.1% 1,522,849 +27.4% 729,839 +8.3% 793,010 +52.1%

年 期

ＥＵ アメリカ

輸出 輸入 差引 輸出 輸入 差引

年 期

中国 ＡＳＥＡＮ

輸出 輸入 差引 輸出 輸入 差引

年 期

総額 アジア(含中国)

輸出 輸入 差引 輸出 輸入 差引

半期別推移
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