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　新年にあたりまして一言ご挨拶申し上
げます。旧年中は、当工業会の活動に対
し、ご理解、ご協力を賜りまして、あり
がとうございました。心より感謝申し上
げます。本年も引き続き、東北復興への
最大限の貢献をはじめとして、溶接を通
じた社会との共生の精神の下、各種活動
に注力してまいりますので、何卒倍旧の
ご厚情を賜りますよう、お願い申し上げ
ます。
　昨年は、円高の進行や欧州財政危機の
長期化、中国での景気減速等の影響によ
り、世界経済全体の成長が鈍化しました。
国内においても、世界景気の減速を受け
内需の低迷が続く中、日中関係の悪化が
わが国経済の新たな下押しリスクとなっ
ており、また、東日本大震災からの復興
も本格化するには至っておりません。
　溶接業界におきましても、酸化チタン
原料の高騰や、造船業界を中心にした国
内需要の想定を上回る減少に加え、韓国、
中国からの輸入材の増勢など、会員各社
には厳しい一年ではなかったかと推察し
ています。
　本年の需要環境につきましても、引き
続き国内造船需要の動向や、自動車分野
での中国経済の影響などが懸念されます
が、一方で復興需要が本格化して、建築・
鉄骨向けの需要がかなり上向くのではな
いかとも期待しているところです。
　さてこういう状況下で、わが国製造業
全体は、かつてない国際競争力の低下と
産業空洞化の危機という、構造的問題に

直面して新年のスタートをきりました。
当工業会におきましては、わが国製造業
の競争力の源泉でもある「ものづくり力
の強化」への溶接を通じての最大限の貢
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、国内ユーザー
の国際競争力強化に繋がる取り組みに、
引き続き注力していく所存です。海外に
進出する日系企業が安心して日本製の溶
接材料を使用され、溶接に関わる部分を
安心して我々に託して下さいますよう、
業界全体として活動を強化してまいりま
しょう。
　そのための具体的な施策としまして
は、先ず、国際規格改正への意見反映、
地球規模での環境課題への対応、人材育
成・技能継承へのサポート等、従来から
の種々の取り組みを更に充実させてまい
ります。
　また、開設間もないホームページの活
用については、溶接材料に関する技術や
社会的貢献性を広く理解いただくよう、
今後も日本の溶接技術を発信し、世界産
業の健全な発展に向けて、その架け橋と
なれるよう、努めていきます。
　一方、業界を取り巻く環境変化に合わ
せて、自らをも変革・強化する意識の下、
昨年より、工業会の名称変更、会則の見
直しに加え、コンプライアンス体制の整
備・運用に努めるとともに、工業会の各
種活動につきましても積極的に議論、検
討を重ねてきました。長年に亘って実施
してきた海外派遣調査も、その是非を議

論するなど、これまで以上に活発な取り
組みがなされているものと思っておりま
す。今後も、常に変革の意識を持ちなが
ら、開かれた組織体を維持し、業界全体
ならびに会員各社の繁栄につながること
を意識した運営を進めてまいります。
　当工業会は本年 9月に設立 40 周年を
迎えます。先輩方が築いてこられた伝統
に弛まぬ変革を織り込みながら、新しい
価値を創造していければ、目まぐるしく
変化する時代に打ち克つことができると
信じております。
　最後になりますが、東北の復興と日本
の再生を切に願い、また、我々の技術や
活動が世界の産業の健全な発展に貢献で
きることを信じ、そして、今年が明るい
年になり、会員各社と皆様方にとって実
り多い一年になりますよう心より祈念
し、新年のご挨拶とさせていただきます。

日本溶接材料工業会 会長　 粕谷　強
［（株）神戸製鋼所 専務取締役 溶接事業部門長］ 
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　平成 25年の年頭に当たり、謹んでお慶び
を申し上げます。
　昨年は、円高や電力問題など、国内事業
環境は引き続き厳しい中、世界経済の減速
傾向が強まり、その一方、アジアを中心に鉄
鋼業の生産能力は増え続けたため、急速に
過剰供給構造に陥ることとなりました。こう
した背景の下、韓国・中国等とのグローバル
な大競争の時代に突入し、それに伴い、市
況は低迷し、国際的な保護主義も強まってき
ております。
　こうした中、鉄鋼業界が今後も継続的な成
長を実現していくためには、鉄鋼業だけでな
く、鉄鋼の重要な供給先である我が国製造
業、我が国産業が強靭であることが重要です。
そのためにも、我が国の産業は、高齢化等の
課題先進国として、新たなステージに向けた
チャレンジを通じた成長とともに、海外の成
長を広く、積極的に取り込んでいくことが必
要です。
　鉄鋼業としても、まずは、「徹底的な経営
基盤の強化」が重要です。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、経
営基盤を強化し、国際競争力の維持・強化
を図らねばなりません。生産・流通体制の集
約化・効率化を図ることによりコスト競争力
を強化するとともに、高度な製品開発を加速
化させることが重要です。昨年は象徴的な経
営統合がありましたが、今後も、競争力強化
に向けた再編等の動きを支援するとともに、
輸送機器等の軽量化に資する革新鋼板の開
発や、異種材料の接合・複層化技術などの
開発に、官民あげて取り組む予定です。さら
に、国内事業環境の整備に向け、イコールフッ
ティング上問題となる税制等の見直しや物流
インフラ整備等に注力してまいります。

　第二には、「世界の成長を取り込む海外へ
のビジネス展開」が重要です。韓国・中国等
との競争が激化する中、成長するアジアの鉄
鋼需要を獲得することは我が国鉄鋼産業の
成長の鍵です。ユーザー産業の戦略や技術
流出のリスク等を踏まえ、どの工程を国内に
残し、どの工程を海外展開するか、国別・製
品別にきめ細かい海外戦略の構築が重要で
す。JBIC・NEXI 等を活用し、皆様の海外
展開を円滑に進める環境整備を図ってまいり
ます。
　第三には、「グローバルな自由貿易体制へ
の貢献」が重要です。世界的な市況低迷、新
興国の鋼材供給能力の急激な拡張等を背景
に、近年、アジア地域において様々な保護貿
易措置が拡大しています。引き続き、二国間
の「鉄鋼対話」等を活用し、各国との相互理
解と協力を通じた通商摩擦の回避に努めな
がら、WTO等国際ルールに基づく自由貿易
体制の重要性を各国に訴えてまいります。
　第四には、「原材料確保への官民での対応」
が重要です。資源メジャーの寡占、中国等
の需要急増を背景とした原料価格の高騰や、
資源ナショナリズムの高まりを背景とした輸
出制限等の動きが顕在化しています。自主権
益の確保等による原料の低廉かつ安定的な
確保に向けて、JOGMEC・JBIC 等の活用、
政府間の対話等を進めてまいります。
　そして、第五には、「エネルギー・環境問
題への対応と挑戦」が重要です。我が国鉄鋼
業は、既に世界最高水準の省エネを達成し
ており、更なる省エネ余地は乏しい状況です。
こうした中、引き続き、海外への省エネ技術
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むとともに、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、官民一体となって取り組んでいきます。
　本年も鉄鋼業を取り巻く環境は、決して楽
観することは出来ません。円高やエネルギー
制約等に関しては、今後も中長期的に続く可
能性も指摘されています。しかしながら、例
えば円高メリットを最大限に活かした海外拠
点の拡充や鉱山権益投資、またコスト削減の
ための設備集約など、現在置かれた状況下
で、講じておくべき攻めの取り組みを行うな
ど、今こそ、したたかな戦略が期待されてい
ます。政府の対応も待ったなしであり、我が
国の産業がイコールフッティングでグローバ
ルに競争できる環境の実現に向けて、時間軸
とプライオリティを踏まえた政策の集中投下
が重要です。
　我が国の鉄鋼業は、国内の生産・流通・
加工・販売に至るまで強靱なサプライチェー
ンによって、我が国のものづくり産業の競争
力の根幹を支えている重要な基礎素材の供
給者です。同時に、最高水準の鋼材を、建設・
エネルギー・鉄道等々の社会インフラ向けに、
幅広く世界に供給することで、人類の安心・
安全・便利な社会を支えるという重要な役割
を果たしています。
　本年も安全操業に最大限配慮いただきな
がら、安定供給を継続いただくことを期待し
ております。さらに、電力需給の安定に向け、
常日頃、電力供給・電力使用両面にわたって
大変な御協力をいただいていることについて
も、この場をお借りし、厚く御礼を申し上げ
ます。
　最後に、鉄鋼業界のますますの御発展と、
皆様方の御健康、御多幸を祈念いたしまして、
私の新年の挨拶といたします。
� 平成 25年元旦

経済産業省製造産業局鉄鋼課長　山下隆一

平成 25年 年頭所感

新年賀詞交歓会 盛大に
　日本溶接材料工業会（粕谷強会長・神
戸製鋼所）は１月11日、東京・千代田区
の東海大学校友会館に約 100 人を集め平
成 25 年新年賀詞交歓会を開催した。粕
谷会長は法人化に向けた検討を進めてい
ることや、今秋設立 40周年を迎えること
など近況を紹介し「透明性の高い、開か

れた協会運営を目指す」と抱負を述べた。
　粕谷会長は今年の期待に関して、政権
交代を経て明るい雰囲気が生まれつつあ
る現状にふれ「日本再生に向けた将来の
道筋を示す成長戦略で設備投資が動き始
め、東北の本格復興により建築・土木な
どで溶接材料の需要が高まるのではない

か」と指摘。国内造船の低迷など不安要
素はあるものの、今年度 28 万トンで推

歓談する来賓と工業会首脳（左から粕谷会長、
宮田日溶協会長、山下鉄鋼課長、木村副会長）
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年頭のご挨拶

 

移する見通しの溶接材料総需要について
は「期待の方が勝り30 万トンに向けて回

復してほしい」と語った。
　グローバル化の進展にともなう国内製
造業の海外移転に関連して、「溶接材料
の国際規格制定の動きに歩調を合わせ、
ユーザー各位が世界で安心して使用でき
る環境を整えること」を日本の溶接材料
メーカーの責務に挙げ「世界に冠たる技
術を持つ会員各位が、主導的な意見を
持って国際規格制定をリードしていく」と
所信を述べた。
　来賓挨拶では、経済産業省製造産業局
の山下隆一鉄鋼課長が「経済復活の柱は、

製造業の競争力を取り戻し業界が元気に
なること。特に製造業を強くすることに
真剣に取り組む」。日本溶接協会の宮田
隆司会長は国際対応に関する協会事業を
紹介し、工業会会員に対し積極的な活用
を提案するとともに「今年は波乱含みだ
がいい方向に向くのではないか。ともに
協力し合い発展を目指したい」と語った。
　続いて木村寛副会長（日鐵住金溶接工
業）の発声で乾杯後、多くの歓談の輪が
広がり、村上景一理事（四国溶材）のユー
モアを交えた中締めで散会した。

賀詞交歓会には約 100 人が参集

　年頭にあたりまして、一言ご挨拶申し
上げます。
　一昨年の 3.11 東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
な災害からもうすぐ 2年が経とうしてお
ります。復興への足掛かりは始まったも
のの、本格的な復興は正に今年がその正
念場だと思います。私たち日本溶接材料
工業会は本格的な復興を進めるためのお
手伝いをさ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。
　また、会員各社の皆様が御存知の通
り、私たちの大切なお客様である造船業
界の皆様の非常に苦しい状況が続いてお
ります。更に、中国問題をきっかけとし
て、日本の多くの産業も昨年後半から非
常に難しい状況に陥っております。新し
い政治によって、日本の産業が再び強さ
を取り戻していくことを今年は何よりも
期待していきたいと思います。日本溶接
材料工業会は会員各社の皆様と力を合わ
せて、日本産業の活力復活の一翼を担っ
ていくことを大きな使命と認識しており
ます。当会での活動を通じた人材育成の
推進、環境規制への対応、コンプライア
ンスへの取り組みは私たちの使命を全う
するための必要条件との認識に立ち、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、
是非宜しくお願いいたします。
　一方、今年を日本産業の復活への足が
かりをつくる年とすべく、私自身も浅学
非才の身ではございますが、日本溶接材
料工業会と私ども企業が何をすべきかを
考え、実行する年にしたいと思っていま
す。そのために勉強した内容の一部を御
挨拶に代えて紹介させていただき、御批
評などをいただければ幸いに存じます。
　経済学者のシュンペーターによれば企
業の成長・活性化は技術分野に限らず、
組織や販売等の企業活動全体を対象にし
て所謂「イノベーション」が必要であり、
それが無ければ停滞につながると言って
います。しかし、どうすれば「イノベー
ション」ができるかは示されていないよ
うに思います。（経済学の分野を超えて
いるのではないかと思われます。）
　そこで、十数年前に読んだ本で「アナ
ログを蘇らせた男」として紹介された発
明家の寺垣武さんが「とことん考える癖
をつけなさい」（角川マガジン刊）という
本を書かれていることを知り、昨年 12
月に早速読んでみましたが、「とことん
観察する」「なぜ？をとことん考え抜く」
が新しいものを創造する道として、具体
的な事例を挙げて述べられています。こ
れはトヨタ自工の元副社長大野耐一さん
が提唱された「トヨタ生産方式」の中で、

「五回の「なぜ」をぶつけること」、また「要
因を推定するのではなく、徹底した調査
により事実の原因を見つけることが重
要」と説かれていることと全く通じるも
のであり、物事を成し遂げた方々の秘訣・
信条は同じだなと感心いたしました。
　新年は強い日本の産業を蘇らせて行く
べき年。私もそれぞれの課題をよく観察・
調査し、とことん本質を捉えるべく、考
えて行動し、正に「イノベーション」を進
めていこうと心を新たにしたいと思いま
す。
　最後になりましたが、本年も日本溶接
材料工業会の会員各社の皆様が明るく楽
しく颯爽と活動されて、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。

日本溶接材料工業会 副会長 木村 寛
［日鐵住金溶接工業（株）  代表取締役社長］ 
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日本溶接材料工業会ホームページのご紹介
　当工業会の活動を広く理解いただくため、昨年6月にホームページ（日・英版）を立ち上げました。

　各種統計や、アーク溶接、溶接材料の一般的な情報に加え、会員共通の課題についても積極的に発信し、

各方面の意見を参考に内容の充実を図ってまいります。

　ここにホームページの内容を一部紹介します。

http://www.jwma-j.com/

英語版

サイトマップ 

・ホーム
・挨拶
・沿革

・活動内容
・コンプライアンス宣言

・溶接材料の役割
・溶接材料の種類

・統計資料
・安全衛生と環境

・発行誌「溶接展望」
・会員企業とリンク集

・会員専用ページ

※画像をクリックしていただければ各ページに移動します。

挨　　拶 活動内容 コンプライアンス宣言

統計資料 発行誌「溶接展望」 会員企業とリンク集

溶接材料の種類溶接材料の役割
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http://www.jwma-j.com/
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http://www.jwma-j.com/compliance.html
http://www.jwma-j.com/knowledge2.html
http://www.jwma-j.com/knowledge.html
http://www.jwma-j.com/statistics.html
http://www.jwma-j.com/safe&environment.html
http://www.jwma-j.com/yousetsutenbou.html
http://www.jwma-j.com/company.html
http://www.jwma-j.com/message.html
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日本溶接材料工業会　委員会活動報告
～ 委員会活動の充実と発展に向けて ～

【常任理事会】
委員長：衣川龍太郎（（株）神戸製鋼所）
　平成 24 年度は、日本溶接材料工業会
（旧：日本溶接棒工業会）への名称変更及
び会則の改正を行うとともに、工業会で
の倫理綱領の制定やコンプライアンスに
関わる体制も整備し、新体制のもとスター
トしました。
　業界を取り巻く環境変化に対して、工
業会そのものの活動やあり方について議
論を行いました。特に、「海外派遣調査」
活動や、工業会の安定的財政基盤の確立
に向けて「工業会事務所の移転」等の検討
を精力的に行いました。また、会合案内、
議事録連絡の電子メールの活用徹底や、
各種出版物のホームページでの閲覧等の
検討も進めております。
　また、ホームページの開設に伴い、ホー
ムページ運営委員会を新たに設置しまし
た。同委員会では、溶接材料に関する技
術、社会的貢献性、および当工業会の活
動状況を広く理解してもらい、かつ積極
的な情報公開によって開かれた組織体を
目指し、内容の充実と有益な情報の発信
に努めてゆきます。
　常任理事会の付属機関である輸入原材
料調査分科会では、酸化チタン原料価格
の高騰を受けて勉強会を行うとともに、
同じく海外分科会では常任理事会での海
外派遣調査団の議論を受け、派遣調査活
動の充実を図るべく検討を進めておりま
す。
　引き続き、工業会活動体制のあり方に
ついて、活性化に資する取り組みを進め
てゆきます。

　平成 24 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。

【統計委員会】
委員長：高島　勝（日鐵住金溶接工業（株））
　統計委員会は、①生産・出荷・在庫・輸出・
輸入に関する月次統計データの作成、②
需要部門別溶接材料出荷量データの作成
（四半期毎）、③「溶接材料出荷量分析（年
度）」報告書等の作成を行っております。
　また、発行誌「溶接展望」やホームペー
ジに統計データ等を掲載し、会員や行政
をはじめ多くの方々に必要な情報の提供
を行っております。（4頁・6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、正確な資料
の作成に努めます。なお、統計データ類
のセキュリティ対策も継続して強化して
ゆきます。

【技術調査委員会】
委員長：輿石房樹（（株）神戸製鋼所）
　本委員会は、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・提案を行っております。
　国際会議については、平成 24 年 6 月
の ISO（国際標準化機構）/TC44 会議（ド
イツ）、CEN/TC121 会議（ドイツ）、7月
の IIW（国際溶接学会）年次会議（アメリ
カ）に委員を派遣し、25 年 3月の IIW中
間会議（オーストリア）にも委員派遣を予
定しています。
　国際規格等への対応については、日本
溶接協会溶接棒部会と連携を図りながら、
溶接材料に関する JIS 規格と ISO規格の
適正化状況を把握および支援してゆきま
す。
　又、JIS の第三者認証制度について開

始から既に 5年を経過し、現在溶接材料
の第三者認証と自己認証の状況調査と解
析を進めております。
　委員会では、一昨年より「需要業界等の
将来技術の動向」に関する研究会を開いて
おります。今年は「溶接ワイヤに関連した
アーク溶接法研究の周辺」と題し、牛尾誠
夫・大阪大学名誉教授から講演いただき
ました。

　その他、タイムリーな情報を「溶接展望」
に掲載し発信しております。更に、当工
業会ホームページのコンテンツ等につい
ても、技術的な支援を行ってゆきます。
　環境課題への対応課題ワーキング
グループでは、世界的な化学物質規制
（REACH、GHS 等）の強化に備え、内外
動向を把握するため日本化学工業協会に
加入し、活動範囲を広げています。各国
動向の注視、環境課題のQ&A集の内容
充実等を図ってゆきます。
　SDS分科会では、GHSラベルの各国の
動向注視、国内版製品安全データシート
の様式改訂、梱包パックの外装表示の最
適化等を進めております。

（勉強会の風景）

日本溶接材料工業会は、本年 2月 16 日より中央区茅場町の「全国中小企業会館ビル」に移転することとなりました。

【新事務所のご案内】
　住所（〒103-0025）
　東京都中央区日本橋茅場町 2-8-4�全国中小企業会館ビル 4階
　TEL�03-6661-9974 ／ FAX�03-6661-9984
　東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町駅」徒歩１分
　JR京葉線「八丁堀駅」徒歩７分

日本溶接材料工業会 事務所移転のお知らせ

◎日本溶接材料工業会
　 全国中小企業会館₄階
　 東京メトロ日比谷線・東西線｢茅場町駅｣
　 ₅番出口徒歩₁分＊₁階にローソンあり

http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%E8%8C%85%E5%A0%B4%E7%94%BA2-8-4+%E5%9B%BD%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E4%BC%9A%E9%A4%A8%E3%83%93%E3%83%AB&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bvm=bv.1355534169,d.dGY&bpcl=40096503&biw=1071&bih=444&wrapid=tlif135649929888811&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=Y4naUOLhLsPKmgXOpYCwDg&ved=0CAgQ_AUoAA
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溶接材料生産・出荷統計
（単位：ｔ）

品　種　別
生　　産　　量 出　　荷　　量

24 年 1 ～ 12 月 23 年 1 ～ 12 月
前年同期比

24 年 1 ～ 12 月 23 年 1 ～ 12 月
前年同期比

増��減 ％ 増��減 ％

被覆アーク�

溶　接　棒

軟 鋼 用 24,845� 25,824� ▲�979 96.2� 25,501� 25,654� ▲�153 99.4�
特 殊 鋼 用 9,366� 9,308� 58 100.6� 9,386� 9,324� 62 100.7�
そ の 他 用 525� 528� ▲�3 99.4� 514� 521� ▲�7 98.7�
小　　計 34,736� 35,660� ▲�924 97.4� 35,401� 35,499� ▲�98 99.7�

サブマージ�

溶　接　用

ワ イ ヤ 15,040� 17,316� ▲�2,276 86.9� 15,217� 17,039� ▲�1,822 89.3�
フ ラ ッ ク ス 21,138� 25,373� ▲�4,235 83.3� 21,066� 25,135� ▲�4,069 83.8�
小　　計 36,178� 42,689� ▲�6,511 84.7� 36,283� 42,174� ▲�5,891 86.0�

ガスシールド�

溶　�接�　用

ソリッドワイヤ 91,496� 89,670� 1,826 102.0� 90,587� 89,241� 1,346 101.5�
Ｔ ＩＧワイヤ 2,266� 2,347� ▲�81 96.5� 2,230� 2,302� ▲�72 96.9�
フラックス入りワイヤ 95,869� 105,388� ▲�9,519 91.0� 94,144� 106,368� ▲�12,224 88.5�
小　　計 189,631� 197,405� ▲�7,774 96.1� 186,961� 197,911� ▲�10,950 94.5�

そ　の　他 35� 31� 4 112.9� 32� 31� 1 103.2�
合　　　計 260,580� 275,785� ▲�15,205 94.5� 258,677� 275,615� ▲�16,938 93.9�

［日本溶接材料工業会月次報告書］

溶接材料国別輸出実績
（単位：ｔ）

国　　別
被覆アーク溶接棒 ＦＣＷ ソリッドワイヤ他 合　　　　　　　　　　　計

24年1～12月 23年1～12月 24年1～12月 23年1～12月 24年1～12月 23年1～12月 24年1～12月 23年1～12月
前年同期比

増��減 ％
韓 国 315� 277� 572� 1,236� 1,058� 1,609� 1,945� 3,122� ▲�1,177 62.3�
中 国 996� 762� 2,726� 6,776� 5,163� 7,860� 8,885� 15,398� ▲�6,513 57.7�
台 湾 37� 196� 633� 658� 425� 507� 1,095� 1,361� ▲�266 80.5�
シ ン ガ ポ ー ル 1,831� 893� 577� 693� 53� 76� 2,461� 1,662� 799 148.1�
フ ィ リ ピ ン 9� 26� 3,756� 4,430� 511� 292� 4,276� 4,748� ▲�472 90.1�
イ ン ド 131� 115� 303� 673� 93� 249� 527� 1,037� ▲�510 50.8�
サウジアラビア 30� 28� 116� 390� 1,336� 964� 1,482� 1,382� 100 107.2�
ノ ル ウ ェ ー 6� 7� 3,473� 2,889� 19� 30� 3,498� 2,926� 572 119.5�
ス ウ ェ ー デ ン 0� 0� 231� 767� 0� 0� 231� 767� ▲�536 30.1�
オ ラ ン ダ 43� 24� 85� 118� 0� 0� 128� 142� ▲�14 90.1�
ル ー マ ニ� ア 0� 0� 175� 254� 0� 0� 175� 254� ▲�79 68.9�
ロ シ ア 5,292� 5,840� 0� 16� 0� 0� 5,292� 5,856� ▲�564 90.4�
ア メ リ カ 7� 12� 6,758� 5,354� 44� 51� 6,809� 5,417� 1,392 125.7�
そ の 他 563� 353� 2,749� 1,304� 99� 35� 3,411� 1,692� 1,719 201.6�
合　　計 9,260� 8,533� 22,154� 25,558� 8,801� 11,673� 40,215� 45,764� ▲�5,549 87.9�

［日本溶接材料工業会月次報告書］
溶接材料国別輸入実績

（単位：ｔ）

国　　別
被覆アーク溶接棒 Ｆ　　Ｃ　　Ｗ ソリッドワイヤ他 合　　　　　　　　　　　　　　計

24年1～11月 23年1～11月 24年1～11月 23年1～11月 24年1～11月 23年1～11月 24年1～11月 23年1～11月
前年同期比

増��減 ％
韓 国 988� 921� 15,104� 15,331� 41,350� 37,500� 57,442� 53,752� 3,690 106.9
中 国 679� 835� 2,071� 449� 2,933� 3,502� 5,683� 4,786� 897 118.7
台 湾 266� 258� 365� 588� 4,782� 4,595� 5,413� 5,441� ▲�28 99.5
タ イ 5� 0� 0� 4� 6� 6� 11� 10� 1 110.0
マ レ ー シ ア 1� 3� 36� 42� 103� 136� 140� 181� ▲�41 77.3
オ ラ ン ダ 8� 8� 0� 0� 0� 0� 8� 8� 0 100.0
ベ ル ギ ー 0� 0� 26� 33� 0� 0� 26� 33� ▲�7 78.8
ド イ ツ 18� 16� 14� 5� 7� 12� 39� 33� 6 118.2
イ タ リ ア 0� 0� 1� 1� 13� 2� 14� 3� 11 466.7
ポ ル ト ガ ル 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0 0.0
チ ェ コ 0� 0� 1� 0� 99� 20� 100� 20� 80 500.0
ア メ リ カ 33� 26� 146� 122� 50� 41� 229� 189� 40 121.2
オーストラリア 0� 5� 1� 0� 0� 0� 1� 5� ▲�4 20.0
そ の 他 16� 6� 5� 10� 1,248� 741� 1,269� 757� 512 167.6
合　　計 2,014� 2,078� 17,770� 16,585� 50,591� 46,555� 70,375� 65,218� 5,157 107.9

[ 財務省：日本貿易統計 ]


