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1-1．投入物価指数（部門分類）

    1990年基準    新1990年基準           1995年基準
大部門 大部門 大部門

部門 部門 部門 (ウエイト)
食料品 食料品 食料品 (119.413)
加工食品 食料品 食料品 (90.598)
飲料 飲料 飲料 (20.856)
配合飼料 飼料･有機質肥料（除別掲） 飼料･有機質肥料（除別掲） (5.759)
たばこ たばこ たばこ (2.200)

繊維製品 繊維製品 繊維製品 (31.723)
繊維工業製品 繊維工業製品 繊維工業製品 (11.195)
衣服･その他繊維製品 衣服･その他の繊維製品 衣服･その他の繊維製品 (20.528)

パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 (65.820)
製材･木製品 製材･木製品 製材･木製品 (17.816)
家具･装備品 家具･装備品 家具･装備品 (14.204)
パルプ･紙 パルプ･紙 パルプ･紙･板紙･加工紙 (20.359)
紙加工品 紙加工品 紙加工品 (13.441)

化学製品 化学製品 化学製品 (78.034)
化学肥料 化学肥料 化学肥料 (1.436)
無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 (5.543)
石油化学基礎製品 有機化学基礎･中間製品 有機化学基礎･中間製品 (24.918)
有機化学中間製品
合成樹脂 合成樹脂 合成樹脂 (12.062)
化学繊維 化学繊維 化学繊維 (2.399)

医薬品 (10.528)
化学最終製品 化学最終製品（除別掲） 化学最終製品（除別掲） (21.148)

石油･石炭製品 石油･石炭製品 石油･石炭製品 (31.045)
石油製品 石油製品 石油製品 (25.946)
石炭製品 石炭製品 石炭製品 (5.099)

窯業･土石製品 窯業･土石製品 窯業･土石製品 (26.659)
ガラス･同製品 ガラス･ガラス製品 ガラス･ガラス製品 (4.605)
セメント･同製品 セメント･セメント製品 セメント･セメント製品 (14.321)

陶磁器 陶磁器 (2.371)
その他窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 (5.362)

鉄鋼 鉄鋼 鉄鋼 (61.985)
銑鉄･粗鋼 銑鉄･粗鋼 (23.607)

鉄鋼 鋼材 鋼材 (24.243)
鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 (14.135)

非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 (24.819)
非鉄金属地金 非鉄金属製錬･精製 非鉄金属製錬･精製 (6.174)
非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 (18.645)

金属製品 金属製品 金属製品 (45.031)
金属製品 建設･建築用金属製品 建設･建築用金属製品 (18.913)

その他の金属製品 その他の金属製品 (26.118)
一般機械 一般機械 一般機械 (87.761)
一般産業機器 一般産業機械 一般産業機械 (31.957)
特殊産業機械 特殊産業機械 特殊産業機械 (33.946)

その他の一般機器 その他の一般機器 (9.156)
事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 (12.702)

電気機械 電気機械 電気機械 (169.786)
重電機器 民生用電気機械 民生用電気機械 (33.077)
電子･通信機器 電子･通信機器 電子･通信機器 (98.545)

重電機器 重電機器 (17.193)
その他軽電機器 その他の電気機器 その他の電気機器 (20.971)

輸送機械 輸送機械 輸送機械 (151.951)
自動車 自動車 自動車 (135.886)

船舶･同修理 船舶･同修理 (8.438)
その他輸送機械 その他の輸送機械･同修理 その他の輸送機械･同修理 (7.627)

精密機械 精密機械 精密機械 (11.253)
精密機械 精密機械 精密機械 (11.253)

その他製造工業製品 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品 (94.720)
印刷･出版 出版･印刷 出版･印刷 (30.261)
プラスチック製品 プラスチック製品 プラスチック製品 (34.965)
ゴム製品 ゴム製品 ゴム製品 (9.804)
皮革･同製品 なめし革･毛皮･同製品 なめし革･毛皮･同製品 (3.057)
その他工業製品 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品 (16.633)

（注）（ ）内のウエイトは、対製造業総合千分比ウエイト。
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1-2．投入物価指数（内訳分類)

   1990年基準    新1990年基準          1995年基準
内訳大分類 内訳大分類 内訳大分類

内訳中分類 内訳中分類 内訳中分類 (ウエイト)
農林水産物 農林水産業 農林水産業 (57.324)
耕種農産物 耕種農業 耕種農業 (41.283)
畜産･養蚕生産物 畜産･養蚕 畜産･養蚕 (6.352)
林産物 林業 林業 (8.847)
水産物 漁業 漁業 (0.842)

鉱産物 鉱業 鉱業 (43.557)
金属鉱物 金属鉱物 金属鉱物 (6.572)
非金属鉱物 非金属鉱物 非金属鉱物 (8.952)
石炭･亜炭 石炭･亜炭 石炭 (4.157)
原油･天然ガス 原油･天然ガス 原油･天然ガス (23.876)

食料品 食料品 食料品 (43.248)
と畜品 食料品 食料品 (41.370)
加工食品
飲料 飲料 飲料 (1.580)
配合飼料 飼料･有機質肥料（除別掲） 飼料･有機質肥料（除別掲） (0.227)
たばこ たばこ たばこ (0.071)

繊維製品 繊維製品 繊維製品 (25.311)
繊維工業製品 繊維工業製品 繊維工業製品 (20.012)
衣服･その他繊維製品 衣服･その他の繊維製品 衣服･その他の繊維製品 (5.299)

パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 (74.577)
製材･木製品 製材･木製品 製材･木製品 (17.469)
家具･装備品 家具･装備品 家具･装備品 (3.456)
パルプ･紙 パルプ･紙 パルプ･紙･板紙･加工紙 (39.903)
紙加工品 紙加工品 紙加工品 (13.749)

化学製品 化学製品 化学製品 (106.684)
化学肥料 化学肥料 化学肥料 (1.287)
無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 (14.239)
石油化学基礎製品 有機化学基礎･中間製品 有機化学基礎･中間製品 (43.871)
有機化学中間製品
合成樹脂 合成樹脂 合成樹脂 (20.599)
化学繊維 化学繊維 化学繊維 (4.481)

医薬品 (2.404)
化学最終製品 化学最終製品（除別掲） 化学最終製品（除別掲） (19.803)

石油･石炭製品 石油･石炭製品 石油･石炭製品 (18.103)
石油製品 石油製品 石油製品 (14.038)
石炭製品 石炭製品 石炭製品 (4.065)

窯業･土石製品 窯業･土石製品 窯業･土石製品 (24.515)
ガラス･同製品 ガラス･ガラス製品 ガラス･ガラス製品 (9.750)
セメント･同製品 セメント･セメント製品 セメント･セメント製品 (5.262)

陶磁器 陶磁器 (1.698)
その他窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 (7.805)

鉄鋼 鉄鋼 鉄鋼 (104.855)
銑鉄･粗鋼 銑鉄･粗鋼 (15.981)

鉄鋼 鋼材 鋼材 (64.913)
鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 (23.961)

非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 (52.180)
非鉄金属地金 非鉄金属製錬･精製 非鉄金属製錬･精製 (23.880)
非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 (28.300)

金属製品 金属製品 金属製品 (40.332)
金属製品 建設･建築用金属製品 建設･建築用金属製品 (0.810)

その他の金属製品 その他の金属製品 (39.522)
一般機械 一般機械 一般機械 (44.296)
一般産業機器 一般産業機械 一般産業機械 (21.193)
特殊産業機械 特殊産業機械 特殊産業機械 (9.569)

その他の一般機器 その他の一般機器 (9.918)
事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 (3.616)

電気機械 電気機械 電気機械 (138.328)
重電機器 民生用電気機械 民生用電気機械 (9.779)
電子･通信機器 電子･通信機器 電子･通信機器 (88.899)

重電機器 重電機器 (10.338)
その他軽電機器 その他の電気機器 その他の電気機器 (29.312)

輸送機械 輸送機械 輸送機械 (89.703)
自動車 自動車 自動車 (84.261)

船舶･同修理 船舶･同修理 (2.551)
その他輸送機械 その他の輸送機械･同修理 その他の輸送機械･同修理 (2.891)

精密機械 精密機械 精密機械 (6.008)
精密機械 精密機械 精密機械 (6.008)

その他製造工業製品 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品 (97.545)
印刷･出版 出版･印刷 出版･印刷 (25.206)
プラスチック製品 プラスチック製品 プラスチック製品 (48.979)
ゴム製品 ゴム製品 ゴム製品 (14.005)
皮革･同製品 なめし革･毛皮･同製品 なめし革･毛皮･同製品 (1.772)
その他工業製品 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品 (7.583)

電気･ガス･上水道 電気･ガス･熱供給 電気･ガス･熱供給 (30.745)
電力 電力 電力 (28.847)
都市ガス ガス･熱供給 ガス･熱供給 (1.898)

水道･廃棄物処理 水道･廃棄物処理 (2.689)
水道 水道 水道 (2.689)

仮設部門
事務用品

（注）（ ）内のウエイトは、対製造業総合千分比ウエイト。



（資料3）1995年基準IOPI 部門・内訳分類の変化
― 1990年、新1990年基準との比較 ―

3/3

2．産出物価指数

   1990年基準    新1990年基準           1995年基準
大部門＝内訳大分類 大部門＝内訳大分類 大部門＝内訳大分類

部門＝内訳中分類 部門＝内訳中分類 部門＝内訳中分類 (ウエイト)
食料品 食料品 食料品 (114.650)
加工食品 食料品 食料品 (70.894)
飲料 飲料 飲料 (30.392)
配合飼料 飼料･有機質肥料（除別掲） 飼料･有機質肥料（除別掲） (3.406)
たばこ たばこ たばこ (9.958)

繊維製品 繊維製品 繊維製品 (36.422)
繊維工業製品 繊維工業製品 繊維工業製品 (11.114)
衣服･その他繊維製品 衣服･その他の繊維製品 衣服･その他の繊維製品 (25.308)

パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 (63.492)
製材･木製品 製材･木製品 製材･木製品 (16.024)
家具･装備品 家具･装備品 家具･装備品 (13.962)
パルプ･紙 パルプ･紙 パルプ･紙･板紙･加工紙 (19.270)
紙加工品 紙加工品 紙加工品 (14.236)

化学製品 化学製品 化学製品 (89.961)
化学肥料 化学肥料 化学肥料 (1.552)
無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 (6.940)
石油化学基礎製品 有機化学基礎･中間製品 有機化学基礎･中間製品 (21.217)
有機化学中間製品
合成樹脂 合成樹脂 合成樹脂 (10.904)
化学繊維 化学繊維 化学繊維 (2.629)

医薬品 (22.430)
化学最終製品 化学最終製品（除別掲） 化学最終製品（除別掲） (24.289)

石油･石炭製品 石油･石炭製品 石油･石炭製品 (36.328)
石油製品 石油製品 石油製品 (32.878)
石炭製品 石炭製品 石炭製品 (3.450)

窯業･土石製品 窯業･土石製品 窯業･土石製品 (34.660)
ガラス･同製品 ガラス･ガラス製品 ガラス･ガラス製品 (6.296)
セメント･同製品 セメント･セメント製品 セメント･セメント製品 (17.101)

陶磁器 陶磁器 (3.616)
その他窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 (7.647)

鉄鋼 鉄鋼 鉄鋼 (56.819)
銑鉄･粗鋼 銑鉄･粗鋼 (4.914)

鉄鋼 鋼材 鋼材 (39.466)
鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 (12.439)

非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 (21.247)
非鉄金属地金 非鉄金属製錬･精製 非鉄金属製錬･精製 (4.979)
非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 (16.268)

金属製品 金属製品 金属製品 (44.674)
金属製品 建設･建築用金属製品 建設･建築用金属製品 (11.502)

その他の金属製品 その他の金属製品 (33.172)
一般機械 一般機械 一般機械 (82.873)
一般産業機器 一般産業機械 一般産業機械 (31.811)
特殊産業機械 特殊産業機械 特殊産業機械 (34.337)

その他の一般機器 その他の一般機器 (7.771)
事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 (8.954)

電気機械 電気機械 電気機械 (179.764)
重電機器 民生用電気機械 民生用電気機械 (31.477)
電子･通信機器 電子･通信機器 電子･通信機器 (105.786)

重電機器 重電機器 (20.284)
その他軽電機器 その他の電気機器 その他の電気機器 (22.217)

輸送機械 輸送機械 輸送機械 (116.907)
自動車 自動車 自動車 (106.899)

船舶･同修理 船舶･同修理 (6.710)
その他輸送機械 その他の輸送機械･同修理 その他の輸送機械･同修理 (3.298)

精密機械 精密機械 精密機械 (13.602)
精密機械 精密機械 精密機械 (13.602)

その他製造工業製品 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品 (108.601)
印刷･出版 出版･印刷 出版･印刷 (43.529)
プラスチック製品 プラスチック製品 プラスチック製品 (31.662)
ゴム製品 ゴム製品 ゴム製品 (11.473)
皮革･同製品 なめし革･毛皮･同製品 なめし革･毛皮･同製品 (3.331)
その他工業製品 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品 (18.606)

（注）（ ）内のウエイトは、対製造業総合千分比ウエイト。


