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日本溶接棒ｴ業会会長粕谷強

日本溶接棒工業会の皆様、新年を迎え

るにあたりまして一言ご挨拶申し上げま

す。旧年中は、当工業会の活動へのご理

解、ご協力に対しまして改めて感謝申し

上げますとともに、本年も引き続きご厚

情を賜りますようお願い申し上げます。

新年のご挨拶の前に、まず昨年の東日

本大震災により、多くの尊い命が失われ

たことに謹んで哀悼の意を表しますとと

もに、被災された方々に対しまして心よ

りお見舞いを申し上げます。また、支援・

復旧活動に取り組まれている方々に厚く

敬意を表し、一日も早い復興をお祈り申

し上げます。当工業会におきましても、

溶接を通じた社会との共生の精神の下、

業界全体でいろいろな側面から、東北復

興への最大限の貢献、支援を行っていく

所存です。

昨年は、東日本大震災、福島原発事故

の発生に加えて、円高の進行、欧州の財

政危機、タイでの洪水など、想定以上の

ことが次々に起きております。我が国社

会や産業の有り様、今後の進むべき方向

が根本から問われている中での新年のス

タートといえますｃ

私ども溶接業界においても、国内需要

は低迷が続いており、昨年初めの鉄鋼原

料価格高騰でのコストアップに加え、韓

国、中国メーカからの輸入材も拡大して

いる状況です。

本年の需要環境につきましても、建築・

鉄骨業界は厳しい状況が続き、造船業界

の需要減退が予想されるなど、総じて厳

しい状況を覚`悟せざるをえません。一方

で、政府の第三次補正予算の成立により、

本格的な復興計画が具体化、整いつつあ

る中で、土木・建築関係の需要は少なか

らず期待できるのではないかと考えてお

ります。

我が国の製造業全体は、かつてない国

際競争力の低下と産業空洞化の危機に直

面しております。そうした中、我が国製

造業の競争力の源泉である「ものづくり

力の強化」への貢献、日本の溶接材料の

技術力・品質力の世界への発信、提案な

ど、当工業会に求められるものは益々多

いものと考えます。国内の製造業は、こ

れから何らかの形で海外との関わりを持

つことは必至であります。進出する日系

企業が、安心して日本製の溶接材料を使

っていただき、「ものづくり力の強化」

が図れるよう最大限のサポートが必要と

なります。

活動の基盤となる方針は変わらず、国

際規格改正への対応、地球規模での環境

課題への取り組み、人材育成、技能継承

など、グローバルスタンダード形成に遅

れをとらないよう活動を強化していく所

存です。また、グローバルな視点での活

動の一つとして、近々開設される当工業

会のホームページ等を通じて、世界で最

も信頼される我が国の溶接技術を発信し

続けてまいります。

私ども溶接業界の喫緊の課題としては、

原料価格の高騰と輸入材の拡大への対応

が挙げられます。鉄鋼原料価格の先行き

不透明感に加え、酸化チタン原料も昨年

初から倍以上に高騰しており、業界全体

に強い衝蝶を与える危慎があります。こ

の問題こそ、輸入原材料分科会等の活動

を通じて、知恵を絞って取り組み、会員

各社の安定調達とコストミニマイズの両

立につなげていかなければなりません。

輸入材については、昨年の上海での国

際溶接フェアに当工業会より調査団を派

遣し、’1t界の溶接材料メーカの実態調査、

ヒアリングを行いました。こうした活動

を通じて、会員各社の体質強化、コスト

競争力の強化につなげていくとともに、

お客様やマーケットから単に材料費のコ

ストだけではなく、溶接トータルのコス

ト、価値からご評価いただけるよう、我々

自身が努力しなければならないのではと

考えております。

凄まじいスピードで取り巻く環境が変

化している中ではありますが、何があっ

ても軸ぶれせず変わる必要のない部分と、

変えるべき部分があります。これまで述

べてきた活動や、それを支えるコンプラ

イアンスの強化については、本質は変え

ずにむしろ強化していく部分であります。

一方で、我が国製造業が直面している

課題、市場構造の変化を考えると、活動

のあり方にも常に変革を求めながら臨む

必要があると考えております。伝統に弛

まぬ変革を織り込みながら、業界全体、

会員各社の繁栄につながればと考えてお

ります。

最後に、最も信頼される日本の溶接技

術での世界の健全な発展と、日本が東北

の復興とともに再生することを切に願い、

かつ会員各社の益々のご発展と皆様方の

ご健勝を祈念申し上げまして、新年のご

挨拶とさせていただきます。
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塩田康一経済産業省製造産業局鉄鋼課長

に、海外企業との厳しい競争の中で、我
が国鉄鋼産業の国際競争力を高め、新た
な成長軌道に乗せていくことが、政府と
して喫緊の課題と考えています。このよ
うな観点から、以下の４つの取組みが重
要だと考えます。
第一に、「国内の経営基盤の強化」で

す。内需を確実に取り込み、海外需要を
獲得していくためには、我が国鉄鋼産業
の経営基盤を強化し、国際競争力の維持・
強化を図ることが重要です。政府として
は、産業再編に向けた取組みを支援する
ことにより、競争が激化するグローバル

市場において、我が国企業の国際競争力
を強化するため「企業結合審査ガイドラ

イン」及び「産活法」の改正を行いまし
た。この新たな制度の下、産業再編を支
援していくとともに、税制面、国際市場

面での海外企業とのイコールフッテイン

グを図るための環境整備についても、引

き続き、力を入れてまいります。

第二に、「海外展開の支援」です。新
興国を始めとする成長市場の需要を獲得
するための海外展開は、我が国鉄鋼メー
カーの成長戦略の鍵です。政府としては、

企業の海外展開をＪＢＩＣの融資やＮＥ
ＸＩの投資保険等により支援するととも

に、必要に応じ、ＪＥＴＲＯや在外公館
等と連携し情報収集や相手国への働きか
け等を積極的に行ってまいります。

第三に「鉄鋼原料問題への対応」です。
鉄鉱石、原料炭の価格高騰に対応して、

原料の安定的確保と収益の改善を図るた
めには、より一層、自主権益の拡大に力
を入れていく必要があります。政府とし

ては、ＪＯＧＭＥＣによる出融資・債務
保証や、ＪＢＩＣによる融資、政府間の
対話等により、新規ソースの探鉱・開発
等を支援してまいります。また、低品位

原料の利活用のための研究開発支援など

平成24年の年頭に当たり、謹んでお慶
びを申し上げます。

昨年は、東日本大震災の発生、それに

伴う供給網の寸断・電力制約、欧米経済
危機等に伴う急激な円高、タイ洪水によ
る日系企業の被害等、次々と予期せぬ事
態が発生しました。鉄鋼業界の皆様にお
かれては、数々の困難と不透明な事業環

境の中で、厳しい経営を強いられた一年
であったのではないかと思います。その

ような中で、皆様が我が国製造業の基盤
となる素材の供給者としての使命を全う
されたことに対し、敬意を表します。
また、震災後の電力制約の中で、皆様

には、節電及び電力供給に多大なるご協
力をいただいたことに対し、改めて感謝
申し上げます。昨年の鋼材需給は、東日
本大震災の影響で、－時、生産が落ち込
みましたが、その後の自動車産業の生産

回復などにより、粗鋼生産量は約’億７
百万トンと、ほぼ例年並みの水準が維持
されました。これは、需要産業の回復に

併せて、安定的な鋼材供給を絶やさぬよ
う被災設備の復旧や代替生産など各社懸
命にご努力をされた結果であると考えて
おります。

国内の需要は、公共事業の縮小に伴う
建設需要の縮小や需要産業の海外進出等
により、６千万トン程度で頭打ちとなっ

ており、今後もこの傾向が続くと思われ
ます。また、急激な円高の下、需要産業

の空洞化が懸念されておりますが、同時
に、海外からの鋼材輸入圧力もますます
強まってきているところです。

海外需要は、欧州経済の動向など不透
明な部分がありますが、引き続き高い伸
びを示すと期待しております。一方、中

国や韓国などの生産は依然として高水準
で推移し、アジア市況が改善しない中で
の厳しい競争が予想されます。このよう

畷

も行うことにより、原料問題に対し、総
合的に取り組んでまいります。

第四に、「エネルギー・環境問題への
対応」です。現在、政府では、「安全性」
「安定供給」「経済効率性」「環境適合」
を確保したエネルギーの新たなベストミ
ックスの構築に向けて、エネルギー政策

の抜本的見直しのための検討を行ってお
り、本年中頃には新たなエネルギー戦略
が取りまとめられる予定です。再生可能

エネルギー特別措置法の施行や省エネ法

制度の見直しなどに、業界の実態を踏ま
えて対応してまいります。

また、温暖化対策に関しては、省エネ

技術移転の促進や二国間オフセット．ク

レジット制度の構築等に取り組んでまい

ります。鉄鋼業界において更なる省エネ
余地は乏しい中、中長期的な抜本的ＣＯ２
排出削減を目指し、水素を用いて鉄鉱石

を還元する技術等の革新的技術開発につ
いても、引き続き、官民一体となって取
り組んでいきます。

本年は、高炉メーカー、ステンレスメ
ーカー、電炉メーカーそれぞれで新しい

会社が誕生します。業界を取り巻く環境

は引き続き厳しいものが予想されますが、

統合の効果を最大限活かして国際競争力

を高めていただき、世界トップレベルの
高品質な鉄鋼製品を安定的に提供し、我
が国経済の持続的な発展に貢献していた

だくことを期待します。

最後に、鉄鋼業界のますますのご発展

と、皆様方のご健康、ご多幸を祈念い
たしまして、私の新年のご挨拶といた
します。
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開への対応について「人材育成、技能継

承を支援していく」と述べるとともに、

「東北の復興、日本の再生に最大限貢献

する」と所信を語った。

冒頭、主催者を代表して挨拶した粕谷

会長は、今年の重点活動についてまず震

日本溶接棒工業会（粕谷強会長・神戸

製鋼所）は１月６日、東京・千代田区の東

海大学校友会館で「平成２４年新年賀詞交

歓会」を開催した。会場には経済産業省

をはじめとする来賓、会員ら約120人が

参集するなか、粕谷会長はグローバル展

歓談する来賓とエ業会首脳

（左から粕谷会長、塩田経産省鉄鋼課長、

木村副会長）

災復興を挙げ「多方面の要請に耳を傾け

ながら東北の復興に貢献していく」と語
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代表取締役社長木村寛

年頭にあたりまして、一言ご挨拶申し

上げます。

昨年は3.11束日本大震災とその後の原

子力発電所事故という未曽有の大きな災

害、正に国難を経験いたしました。この

災害で被害に遭われた皆様に心より御見

舞を申し上げます。私たち日本溶接棒工

業会は今年こそしっかりした復興への足

がかりを築くための一翼を担わせていた

だくことを、全ての会員の皆様と共に決

意を新たにいたしたいと思っております。

一方、会員各社の皆様が御存知の通り、

溶接業界にとりましても非常に厳しい環

境が続いておりますｃ一昨年あたりから、

原料面ではルチール等チタン原料をはじ

めとして各種原料の高騰が非常に進み、

また供給面でも逼迫しております。需要

面では益々進む円高に伴って、自動車業

界や産業・建設機械業界のお客様の海外

シフトや移転、また国内景気低迷などで

建築・鉄骨分野での需要は低水準が続い

ております。造船業界では新規受注が海

外競合者との競争で厳しい局面にさらさ

れておられます。国内での溶材総需要が

低迷基調の中で、海外からの輸入溶材は

国内に入り易い為替状況が進むなど、私

たちにとりましては厳しい冬のような状

況は本年も継続すると思われます。

このような状況が継続する中で、日本

溶接棒工業会は足元の景況ばかりに目を

奪われることなく、会員各社の皆様と力

を合わせて、私たちの活力を維持しつつ

環境変化への体力を向上させていくこと

が大きな使命だと認識しております。当

会での活動を通じて、人材育成の推進、

環境規制への対応、更にはコンプライア

ンスヘの取り組みなどについて、`情報交

換や共同での情報収集を積極的に進めて

いくことが重要だと思っております｡今

年も活動の強化に向けて、各社共に大い

に知恵と汗を出し合いながら議論を深め

ていくことを期待しております。皆様、

宜しくお願いいたします。

ところで、昔読んだ本を最近読み直し

て今一度心を新たにしていることを御紹

介し、皆様へのご挨拶の一部にさせてい

ただきたいと思います。もし内容をご存

知の方がおられましたら御容赦ください。

石井威望箸「日本人の技術はどこから

来たか」（ＰＨＰ新書）という本の中で、

「不易と流行」の共存が日本を支えてき

たと書かれています｡著者は不易の代表

が伊勢神宮で、式年遷宮や火起こしの儀

が当時のハイテク技術の伝承を兼ねて営々

と現代まで続いてきたこと、一方、当時

の流行の代表が法隆寺で、温度や湿度を

考慮した木造建築に関する最先端技術を

階の渡来文化として積極的に取入れたこ

と、しかも両者ともに千四百年前から自

然環境と調和した技術として併存してき

湧け､二一輝蕊

たことを含めて、これこそ日本技術の象

徴として紹介しています。

また、「不易流行」という言葉は松尾

芭蕉の芸術論の中で使われ、俳句の世界

で有名になっているようですが、私はや

はり技術分野での言葉として、私たちの

溶接業界、更には産業界にも当てはめて

考えてみる価値のある言葉のようにも思

えてなりません。産業構造や国際関係が

大きく変化していく時代に、今何が「不

易」で何が「流行」なのかを会員各社の

皆様と一緒に議論しつつ、行動していき

たいと思っております。

最後になりましたが、本年も日本溶接

棒工業会の会員各社の皆様が明るく楽し

く蝋爽と活動されて、益々御健勝であら

れることを心より祈念してご挨拶とさせ

ていただきます。

ﾐつ'二AニノニノLどつニノニノ〔ミコニノミヅミブニノニヌミブニノーノニノニノlシごノシシコニノシZノシミコニノコココミヨニlコシシココニノシシコシコココココニノiニノZﾉコニノコ

質をアピールする」と同時に、国際規格

制定への参画や地球環境保全の重要性を

指摘し、工業会としてグローバル人材の

育成や技能継承を支援していく考えを示

した。また、原材料の高騰に関しては「輸

入原材料調達分科会での勉強が必要」と

語り、日本企業の海外進出を支える活動

も重要と指摘した。

来賓挨拶では、経済産業省製造産業局

の塩田康一鉄鋼課長が震災復興に関する

鉄の貢献について「さまざまな提案のな

力､で、鉄骨も大きな貢献を果たすものと

見込まれ、今後の復興に向け会員各位の

技術によるところは大きい」と工業会の

活動に期待を寄せた。また、鉄鉱石や石

炭をはじめとする原材料の権益確保や新

鋼材開発など諸課題への対応について工

業会と協調していく方針を示した。

続いて木村寛副会長（日鐡住金溶接工

業）の発声で乾杯後、多くの歓談の輪が

広がり、皆川義晴理事（特殊電極）のユ

ーモアを交えた中締めで散会した。

￣

蝿
東北復興への協力を誓って乾杯

った゜二つ目のグローバル展開への対応

に関しては「日本が誇る溶接技術の高品
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c厩視察嗽咀皀鞠一

第２Ｓ回海外調査団報告一

１．はじめに

日本溶接棒工業会は、工業会活動の一

環として、平成23年６月２日から６日まで

の５日間、北京エッセン溶接・切断展覧

会と杭州神鋼建設機械有限公司の視察を

目的とした、中国（上海）への海外調査

団の派遣を行った。内容の詳細について

は、すでに発行されている調査団報告書

を参照していただくとし、ここでは調査

活動の概要についてのみ報告する。

表１調杳同メンバー(順不同）

表２調査団日程

Ⅷ鰄蟻
月日(曜日）

北京エッセン会場前にて
二二卦＝＝===早早

２．１ｓ回北京エツセン溶接･切断展覧会

2-1概要

「北京エツセン溶接・切断展覧会」は

北京と上海の2会場で交互に毎年開催さ

れており、本年は上海で開催された。展

示会の規模は年々拡大を続けており、本

年度の展示会はブース面積、来場者数で

過去最高を更新している。会場の広さは

上海新国際博覧中心（１０万㎡）のほぼ半

分を使用し、出展社数も900社に上って

いた。

今回は、出展社数が多く、全ての調査

が困難である事が予想されたため、主に

中国溶材メーカーを中心に（機器メーカ

ーを除く）、その実力や規模を調査する

ことに主眼をおいた。また、環境関連と

して､｢GHS(GloballyHarmonizedSystem

ofCIassificationandLabellingofChemicals)」

天津大橋展示ブース

(3)四川大西洋溶接材料有限公司

生産量は35万t/年で、上記2社に次ぐ規

模と推測される｡被覆アーク溶接棒の生

産が50％以上を占めているが、ステンレ

スFCWも開発中であり、今後はFCWの生

産を伸ばしたいとのことであった。

に対する、中国企業等の対応状況を調査

した。

調査は、生産量・輸出状況・販売価格

等の調査項目を記載したアンケート用紙

を準備し、出展企業へのヒアリングをお

こなった。調査企業48社中、代表的なも

のをご紹介する。

２－２中国現地系企業の調査状況

（１）天津市金橋溶材集団有限公司

中国溶材トップメーカーであり、国内

シェアは30％、生産量は120万t/年とのこ

と。日韓米EU等に輸出もしているが、大

半は国内向けであり、輸出通は10万t/年

程度とのこと。会場では数少ない溶接実

演を行っていた。

(2)天津大橋溶材集団有限公司

中国2位の溶材総合メーカーｃ３工場体

制で、国内シェア20％、生産量82万t/年。

ソリッドやFCWも生産しているが、８割

は被覆アーク溶接棒である。現地系の中

では広いブースを設置し、注目を集めて

いた。

四川大西洋展示ブース

(4)山東聚力溶接材料有限公司

生産量は11万t/年で、国内シェアはト

ップ5に入るとのこと。主力は生産の60％

を占めるソリッドワイヤであるが、今後

はFCWを伸ばしていきたいとのことであった。

（５）張家港市亨昌溶材有限公司

ソリッドワイヤを中心に、生産趾は約天津金橋ワイヤ展示

氏名 会社名 役職名

岩波英之(団長） (株)神戸製鋼所 溶接事業部門開発部開発企画室主任部員

澤口直哉 (株)神戸製鋼所 溶接事業部門開発部品質保証室

北倉久資 (株)JKw 東京営業部副部長

横井力也 四国溶材(株）

吉田和弘 (株)タセト 営業部副部長

阿比留宣栄 特殊電極(株） 尼崎工場業務部部長補佐

岡本健二 日本ウエルデイング･ロッド(株） 技術研究所研究第１部係長

11111ｺｲIll介 ニツコー熔材工業(株） 交野工場技術部次長

青|｣｣淳一 日鐡住金溶接工業(株） 品質管理部品質管理グループ課長

月日(曜日） 行程

６月2日(木）
羽田発、＿上海蒜

杭州神鋼建設機械視察

６月3日(金） 杭州市内視察

６月4[1(土） 北京エッセン展示会視察

６月51]（日）
北京エッセン展示会視察

上海市内視察

６月6日(月） 上海発、羽田蒜
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8万t/年。日本人技術者が数名在籍してお

り、中国では数少ないJIS認証を取得して

いる。日本へは200V年を輸出していると

のこと。また、上述Ｚ社と同様、こちら

もFCWに注力している様子である。

2-3外資系企業の調査状況

(1)現代綜合金属

ブースが広く、展示品の種類も豊富で

溶接試験片も数多く見られた。昆山工場

では主に軟鋼FCWを生産しており、生産

量は14万V年。うち、８万5千t/年を日韓米

ＥＵに輸出している。

知っていると回答した4社の対応状況は、

①現代綜合金属：2011年10月から、全て

の製品に貼付する予定。表示内容や表示

方法については検討中。

②天津大橋、四川大西洋：溶接材料は化

学品ではない等の理由により静観。

③張家港市亨昌溶材：基本的に天津大橋・

四川大西洋と同対応であるが､－部韓国顧

客向けにGHS対応MSDSを同梱している。

なお、GHSラベルを既に貼付している

メーカーはなく、大半は改訂を知らない

との事であったが、①と③の対応状況か

ら韓国でのＧＨＳラベル義務化（2013年７

月～）による動向が注目される。

３．杭州神鋼建設機械の視察

S-1杭州神鋼建設機械の概要

杭州神鋼建設機械は、杭州市郊外の経

済技術開発区に立地している。杭州市は

観光都市として有名であるが、経済特区

が多く、日本を含め、海外企業が数多く

進出している。

神鋼建設機械は、1990年代に四川省成

都市に工場を建設したが、キャタピラ・

コマツ・日立建機の後発であり、当初は

全く振るわなかった。

しかし、2000年前後の中国の成長と共

に売上げが伸び始め、2003年に生産を増

強するため杭州に新工場を建設した。

近年は、中国の爆発的な需要急増に、

国内供給も間に合わない状況であり、当

初3500台/年でスタートした生産量は、こ

こ数年で9000台/年（2011年目標）にまで

増産を繰り返している。現在、工場を拡

張し、来年度に向けて1万台/年の生産体

制を整えている。

世界の建機生産台数：30万台７年のうち、

約半数は中国向けで、そのうち、神鋼建

機の中国シェアは12.6％である。

【杭州神鋼建設機械データ】

◇資本金：2870万＄

◇敷地面積：１４万㎡

◇建屋面積：６万4千㎡

◇従業員数：1057名(日本人スタッフ9名）

◇生産機種：現在、中国で最も需要の高

い､6t～35tクラスの中型機

が中心。（今後は6t以下の

小型機にも力を入れていき

たいとのこと）

３－２工場内見学

工場内では、機械加工ライン、溶接ラ

イン、塗装ライン、組立ライン等を見学

させて頂いた。

エンジン、油圧系の部品は日本から調

達しているため、震災の影響も大きかっ

たとのこと。他には、鋼材の選定に神経

を使っており、特に高張力鋼に関しては、

製鉄所まで出向いて調達先を選別したそ

うである。

溶接ロボットは全て神戸製鋼所製で、

溶接材料は基本的に神鋼唐山製を使用し

ているが、一部、神鋼唐山にない規格の

ものについては、他社材を使用している

とのことであった。

３－３所感

現在の中国の経済状況を受け、増産に

次ぐ増産という事で、工場内は非常に活

気が感じられた。また、工場内は非常に

広く、且つ、皆忙し<作業を行っている

のにも関わらず、５sが非常によく行き届

いているのに団員一同感心していた。

工場の周囲では、杭州神鋼建機の業績

を裏付けるかのように、建築中のマンシ

ョンが乱立しているなど、土地開発が進

められており、改めて中国経済の好調を

肌で感じる事ができた。

$

現代綜合金属展示ブース

(2)ＬｌＮＣＯＬＮ

「地産地梢」を掲げており、上海他、

中国国内3工場で、アジア向けの製品を

生産している。日本向けも含まれるため

JIS認証を取得している。

出荷場とエ場周辺の建設マンション群

４．おわりに

上海は香港を抜いて、中国で一番物価

が高い都市とのことで、近代的な高層ビ

ルが立ち並び、高級ブランド店が軒を連

ねていた。上海だけでなく、杭州でも、

建築中のマンションが乱立しており、中

国の発展の勢いを実感できた。

一方、急激な発展の裏に潜む危険性を

感じることもできた。杭州に行く際の高

速道路と並行して、中国版新幹線が走っ

ていたが、帰国後、まさにその場所であ

のような`惨事が起きるとは想像できなか

った。

展示会場では、各種インフラに対する

目的別の展示が目立ち、各社が実績を競

い合ってアピールしていた。予定してい

た溶材メーカーを調査するのが精一杯で

あり、溶接機、ロボット、各種装置等の

出展はほとんど見ることができなかった

のが残念であった。

今回の視察活動において、中国の古都

から最先端都市、アジア最大級の展示会

場と巡る視察で、中国の色々な面に触れ、

とても刺激を受けた。

最後に、このような機会を与えて頂い

た日本溶接棒工業会及びご関係者の方々

に改めて御礼を申し上げます。

L1NCOLN展示ブース

2-4日系企業の出展状況

(1)神戸製鋼所

今回、日系企業で唯一溶材の展示を行

っていたのは神戸製鋼所である。

ブースでは、ソリッドワイヤ・ＦＣＷ・

エネルギー関係向けのパネル展示と溶接

ロボットによる溶接実演が行われていた。

2-5ＧＨＳラベルの対応状況

中国では2011年５月１日から、ＧＢ規格（中

国国家標準）で、化学品にGHSラベルを

貼付する事が求められており、中国溶接

材料メーカーのＧＢ規格に対する認知度

及びGHSラベルの表示状況について調査

した。

調査企業48社中、GHSラベルの改訂を

知っていると回答した会社が4社、知ら

ない会社が28社、無回答が16社であった。
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当工業会は、常任理事会を中心に2つ

の委員会と3つの分科会、２つのワーキン

グを設置し、わが国溶接棒業界の健全な

発展を目指して諸活動を行っております。

新年を迎ええＨ２3年度の各委員会活動を

振り返ると共に、本年も引き続き会員各

位の積極的参画のもと活発な活動を行っ

てゆきます。

常任理事会

（委員長：衣川龍太郎(神戸製鋼所)）

常任理事会は工業会運営の総合調整機

関として、各委員会等の活動状況全般を

監理すると共に、工業会の渉外活動を行

っております。

Ｈ23年度は、①統計業務システムの改

善とセキュリティ対策の整備、②北京エ

ツセンヘの海外調査団の派遣（Ｈ２3年６

月）、③工業会ホームベージ開設検討委

員会（委員長：竹井俊二（JKW））の設

置、④日本化学工業協会への入会（審議

委員会・化学品管理委員会・海外法ワー
キンググループ・ＧＨＳワーキンググルー

プに委員を参加）、⑤東日本大震災の被
災者に対する寄付金の拠出（日本赤十字

社）、⑥溶接展望の発行（Ｈ２3年７月、
H24年１月）等の活動を行ってきました。

また、当工業会の活動を支えるコンブ

ライアンスの強化についても、事業者団

体としてのガイドラインを検討するなど、

適宜体制の整備を進めてゆきます。

統計委員会

（委員長：湯浅彰旧鐵住金溶接エ業)〉

統計委員会は、①生産・出荷・在庫・
輸出・輸入に関する統計データの作成（毎

月）、②需要部門別溶接材料出荷量デー

タの作成（4半期毎）、③それらを分析
した「溶接材料出荷量分析（年度）」報
告書の作成を行っております。また、「溶

接展望」でもこれらデータや報告資料を

掲載し、会員や行政をはじめ多くの方に

情報を提供しております（7頁参照）。

統計資料が会員各社にとっての経営指標

となり、また業界の現状や将来を示す資

料として活用されるよう、本年も正確な
資料の作成に向けて活動を続けてゆきま

す。また、統計データ類の安全な保存と

ウイルスや外部からの不正侵害を防ぐた

め一層のセキュリティ対策をＨ２4年３月ま
でに講じることにしております。

技術調査委員会

（委員長：輿石房樹(神戸製鋼所)）
技術調査委員会は、溶接材料の設計や

管理及び安全性等、溶接材料メーカーに

とって重要な内外の規格や環境規制等へ

の対応について検討と提案を行っており

ます。

①H23年度は5月（ISO＝国際標準化機
構）と7月（11Ｗ＝国際溶接学会）に国際

一平成2S年度委員会活動報告一

規格に関する情報の収集や当業界の意見

を反映させるために委員を派遣しました。

本年は３月の11Ｗに委員の派遣を予定して

おります。②又、工業会が管理団体とな

っている溶接材料のJIS規格について、そ

の使用状況や改正の要否について他団体

と連携し、対応について審議を行いまし

た。③こうした活動の中から適宜タイム
リーな技術情報を「溶接展望」に掲載し、

会員の皆様等に発信しております。Ｈ２３

年７月20日号では「GHsについて」と題し、

各国の規制動向や危険レベルに応じた表

示方法について紹介させていただきまし

た。④これらの活動に加え、今年度開設

予定の工業会ホームページのコンテンツ

等について、技術的な面からの支援を行
ってゆくと共に、当委員会に所属する２

つの専門部会の活動にも協力を行ってゆ

きます。⑤更に、今年度から、業種別需

要業界（自動車・機械・建設等）の「将

来技術の動向」について研究会を開くこ

とを決定しました。第１回の研究会は本

年２月に行うことにしております。今年も、

引き続き会員共通の技術的課題について

対応と検討を進めてゆきます。

環境課題への対応検討ワーキンググループ

（主査：宮崎邦彰(神戸製鋼所)）

世界的な化学物質規制（ＲＥＡＣＨ・

GHS等）の強化に対し、当ＷＧでは各国
政府等の動向を早期に把握し、溶接材料

輸出等における適切な対応を検討してお

ります。こうした化学物質規制等に関す

る内外動向を把握するため、①H23年９月、
日本化学工業協会に加入しました。これ

により、台湾・中国等の化学物質規制の

動向に関する最新資料を得るとともに、

今後規制が予定されている各国の動向に

も注視してゆきます。

②また、溶接作業に伴う周辺環境や作
業者の健康障害への影響防止についても、

日本溶接協会等の関係機関と連携し、改

善に向けた取り組みを進めております。

Ｈ23年度はフラツクス入りワイヤの溶接

ヒュームに有害物資が含まれていないか

の成分分析を実施し、安全を確認する等、

適切な調査活動を行いました。更に、環

境課題に関するＱ＆Ａ集についても、そ

の内容の充実を図っております。

本年も、国境を越えた内外の化学物質

規制等の動きをいち早く捉え、業界とし

ての対応について検討を進めてゆきます。

MSDS分科会

（主査：澤ロ直哉(神戸製鋼所)）
分科会では、各国でＧＨＳに対応した

ＭＳＤＳ（製品安全データーシート）やラ

ベル表示が導入されていることに伴い、

各国主要企業の対応状況について情報収
集を行いました。①具体的にはH23年6月

に派遣された北京エッセン（上海）にお

いて、中国や韓国企業等のGHSラベル表

示の有無や貼付への取り組みについて調

査を行うと共に、日本化学工業協会の

GHS-WG及び海外法ＷＧに委員を出し、

海外動向の入手に努めております。②ま
た、標準MSDSフォーマットについても、

分科会では内外の動向に即したフォーマ

ットの改訂や修正等、その最適化を図っ

ております。③併せて、GHSラベル表示

や貼付について、各国動向の更なる把握

に努め、業界として内外との統一・整合

性のとれたフォーマットの検討を引き続
き進めてゆきます。

輸入原材料調達分科会

（主査：藤本直樹(神戸製鋼所)）
輸入原材料調達分科会では、溶接材料

の原材料となるレアメタル・レアアース

類の安定調達に向けた検討を行っていま

す。レアメタル・レアアース類は、中国

等の特定国からの輸入依存度が高いこと

や国際的政治・経済情勢による変動要因

の大きい原材料であるため、輸入国とし

てのリスク管理について他の業界同様に

調査・研究を行っております。

Ｈ23年度は、１０月に酸化チタン（ルチ

ールサンド等）や蛍石等の国際需給動向

について講師を招いて勉強会を行いまし

た。分科会では、原材料の安定調達に向

けた方策について、今後も勉強会・研究

会を開催する予定です。

海外分科会

（主査：田中真一(神戸製鋼所)）
海外分科会では、Ｈ23年度事業として

「中国北京エッセン溶接・切断展示会」
への調査団派遣（団長：岩波英之他８名）

を行いました。Ｈ23年６月２日から５日間、

中国をはじめ出展した溶接材料メーカー

等の現況や将来の潜在技術力について調

査を行い、１０月に調査報告書をまとめま

した。海外分科会では世界で開催される

溶接材料に関する展示会に2年毎に派遣

団を出しております。次回はＨ２5年に予

定されているドイツ・エッセンヘの参加
に向け準備を進めてゆきます。

ホームページ開設検討ワーキンググループ

（主査：鈴木励一(神戸製鋼所)）
当工業会のホームページ立ち上げにつ

いて、Ｈ23年10月の常任理事会で、それ

までに実施されたアンケート調査や各委
員会、分科会、ＷＧでの検討結果を踏ま

え、Ｈ２３年度中に立ち上げることを決定
しました。コンテンッ内容については技

術調査委員会、統計委員会、海外分科会

の協力を得て、ホームページ開設検討委
員会内に設けられた当ＷＧで、これまで

の議論や意見を参考に日・英版のホーム

ページを作成中です。



溶接展望 平hjii24年１月20日（７）
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溶接材料国別輸出実績 (単位：トン）
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溶接材料国別輸入実績 (単位：トン）
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被災(地からのⅡ便り

｢溶接を通じ復興に貢献」「被災地が希望の持てる年に」｢被災地の全面復旧を願って」

mflliilliii:iiUiiiil 111111
邑蔓心

(有)福島熔材エ業所

代表取締役会長渋谷桂一さん

これまで経験したことのない大きな揺れを

感じた地震でしたが､本社(福島市南町)と

工場(福島市佐倉下)は､幸い建物の被害

もなく従業員も無事でした｡福島市よりも浜通

り地方､特に沿岸部の方が津波による大きな

被害を受けました｡当社は､双葉町にあった

取引先が移転したり､被災後の工場修理に

3ヵ月位かかったところもあり仕事が落ちまし

たが､少し戻ってきました｡地元の人が一番

心配しているのは､「食と住｣の放射線除去

です｡出荷する野菜等｢生もの｣の測定に２

ヵ月もかかるので困っています｡福島だからと

言って､工業品も断られる所があるようです。

放射線測定や除染作業も行政に任せるだ

けでなく､自己努力でやる動きも出ています。

早期の復旧･復興支援を願うと共に､24年は

希望の持てる年となるよう頑張りましょう！

日本ウエルディング･ロッド(株）

仙台営業所所長佐久間資さん

はらい川真美さん

弊社、仙台営業所は仙台市若林区にあ

りますが、海岸から直線距離で約8kｍあ

り、幸いにも津波の被害はありませんで

した。震災時、営業所内は足の踏み場が

ない状態となりました。幸い溶接材料の

棚は倒壊を免れましたが、その棚が約1ｍ

も横ズレしたのには驚きました。震災後、

停電や断水が続き、営業再開ができたの

は5日後の３月16日でした。仙台市内周辺

のお客様の中には、津波の被害により現

在も仮事務所で営業されている所もござ

います。一日も早い、被災地の全面復旧

を願うばかりです。

(株)神戸製鋼所溶接事業部門

営業部東北営業室長浜俊彦さん

昨年は仙台市内で東北地方太平洋沖地

震に遭遇し、余震と原発事故に不安を覚

えながら、物流機能の回復、私どもの販

売組織である神溶会会員の販売店の支援、

お客様の状況確認などに没頭した＿・年で

した。被災地では従来の生活が一変した

凄まじい光景に言葉を失いましたが、そ

れでも神溶会会員各社やお客様が地域の

復旧に懸命に取組む姿に感銘し、全てを

無くしても精神的な繋がりだけは決して

消えない、その大切さを知りました。弊

社は神溶会60周年記念行事の主旨を「東

北復興支援」とし、キャンペーン期間売

上の一部を甚大な被害のあったポリテク

センター宮城様に提供致しました。本年

も「溶接を通じ地域復興に貢献する」を

念頭に活動する所存です。

｢がんばれ日本がんばろう東北」｢負げでたまっか!東北」｢早く被災地の復旧を」
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東北営業所所長川崎正興さん

東日本大震災から早いもので10カ月が

経過しましたが、東北地方は、今もなお

福島の原発、瓦礫処理、復旧復興問題で

厳しい状況に立たされている方が、数多

くいらっしゃいます。私は今回の災害に

遭遇し防災管理の大切さと、それを遵守

し的確に行動することが、二次災害防止

に繋がると強く感じました。厳しさに負

けず、これからもお客様のニーズを強く

意識し誠実に取り組み実行することが、

私の使命でもあると思っております。「負

げでたまっか１東北」の固い絆で－歩

一歩ですが､前へ前へ進んで行く所存です。

東北を含め日本各地が素晴らしい年にな

りますようご祈念申し上げます。

吉川金属エ業(株）

仙台営業所所長豊山鐘浩さん

仙台市中心にある営業所に戻る途中、
東北道で車の運転ができない大きな揺れ
の地震に遭いました。事務所は書類や食

器類が散乱しましたが、幸い被害はその
程度でした。ただ営業所の取引先のうち、
約30％のお客様が被災を受け、一時的に

店をストップしたところもありましたが、
今は大半が移転や仮店舗で仕事を継続さ

れております。震災直後はガスポンベの
注文もありました。ご家庭のライフライ

ンに直結するもので、その応対には身が
引き締まる思いで、責任を痛感させられ

ました。復旧・復興は、国の予算が決ま
らないと何もできないという声もありま

すが、自分たちの努力で立ち直ろうとし
ている方もおります。早く希望が持てる
東北になるよう行政も本腰を入れて欲し

いと願っています。

日鐡住金溶接工業隣）

東北支店東北支店長本多功幸さん

東日本大震災により､被災された方々に心よ

りお見舞い申し上げます｡未曽有の被害をも

たらした東日本大震災｡東北地方は甚大な被

害を受け､特に沿岸地域の被害の状況は筆

舌に尽くしがたいものでした｡弊社流通組織｢東
北溶朋会｣も大きな被害を受けましたが､イン

フラの復旧や不屈の努力により､震災前に近

い業務が行える環境になりつつあります｡しか

し､未だ困難な状況に置かれているお客様も

いらっしゃる中､私達は東北のモノづくりに貢

献し､一日も早い完全な復興を目指し､新日鉄

グループの一員としての使命と役割を果たし

たいと考えています｡完全復旧への道のりの

厳しさを､この,力月間肌で感じてきました｡しか

し､着実に前進しているという確かな手ごたえ

も感じています｡今年は辰年､大きく飛躍する

年になる事を祈念しています。


