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１ この東京港港勢に収められている各種統計資料は、統計法に基づく「港湾調査規則」
（昭和 26 年運輸省令第 13 号）により、平成 29 年において東京都が管理する港湾［東
京港（甲種港湾）
、島しょ港湾（乙種港湾）］と国内外の諸港湾との間に出入した船舶
及び貨物の動向を調査し、集計したもの及びその他の関係資料を収録したものです。
２ 調査区域は港湾区域とし、入港船舶については積載貨物の有無にかかわらず総トン
数 5 トン以上の船舶を調査対象としました。また、海上出入貨物については、船舶及
び艀により出入した貨物を調査対象としました。
３ 貨物数量は、原則としてフレート・トンによります。すなわち、容積は 1.133 立方
メートル（40 立方フィート）
、重量は 1,000 キログラムをもって１トンとし、容積又
は重量のいずれか大きい方をもって計算することを原則としています。ただし、この
原則によらない貨物は慣習によります。
４ この統計書で外国貿易（外貿）とは、当港で船積みされそのまま外国へ輸送される
もの及び外国の港で船積みされそのまま当港に輸送されたものをいい、国内の他の港
で積み換えられた貨物は内国貿易（内貿）としました。
５ 外国貿易の国別は、輸出においては最初の到着港、輸入においては最終積出し港の
国名をもって分類しました。
６ 品種分類は、
「港湾統計に用いる品種分類表」（81 品種）によります。
７ 統計計上の時期は、入港船舶については入港の日、海上出入貨物については船舶の
出港の日の属する月を基準に計上しました。
８ この統計書のうち、
「－」は皆無又は該当数字なしを表わします。
９ 数字の単位未満は四捨五入しているので、合計の数字と内訳の数字が一致しない場
合があります。
※ 航路別の表については、平成 23 年から航路の分類方法を変更しております。
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東京港

東京都港湾局 港湾経営部振興課物流調査担当

＊

Tel 03-5320-5543
Fax 03-5388-1576
島しょ港湾
東京都港湾局 離島港湾部管理課管理担当
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