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　このたび、日本溶接材料工業会会長を
拝命致しました輿石でございます。
　木村前会長の後任という重責をお引き
受けするのは大変身の引き締まる思いで
ありますが、精一杯取り組んでまいりま
すので、何卒宜しくお願い申し上げます。
　また、私自身、当工業会では平成 19
年（2007 年、第 35 期）より昨年度まで理
事、技術調査委員長を務めさせていただ
きました。その間、理事会、委員会をは
じめ、会員各社の皆様方からの多大なる
ご支援、ご厚情をいただきましたこと、
改めて御礼申し上げます。
　さて、足もとの経済情勢ですが、日本
経済においては、引き続き公共投資は底
堅く、全般的に企業の生産活動や設備投
資は緩やかながらではありますが、総じ
て堅調に推移していくものと想定されま
す。一方、海外市場においては、中国、
東南アジアでの景気減速の長期化、原油
安に伴う各種影響に加えて、足もとでの
ギリシャの債務問題や各地域の地政学的
なリスクなどが相俟って、先行きへの不
透明感が増しております。
　このように急速に情勢が変化している
中での工業会の運営にあたりましては、

『協調と競争』の精神のもと、会員各社の
事業基盤の安定と持続的な成長の追求を
目指すという従来の方針に加え、グロー
バルな視点をもって業界への新たな活性
化に繋がる取り組みを積極的に進めてま
いります。
　日本の溶接関連需要は、鉄骨を中心と
した建築、造船向けで堅調に推移し、特
に、2020 年の東京オリンピック関連や

大型の再開発案件など需要量としては期
待がもてるものの、昨年来の溶接工、熟
練工の人手不足などによる建設工事の遅
れは全体の活動水準にも大きく影響して
おります。こうした状況から、当工業会
において、溶接の自動化をはじめ製造業
の競争力の源泉である「ものづくり力の
強化」への貢献、人材育成や技能継承な
ど、果たすべき役割、期待が大きくなっ
ているものと認識しております。溶接材
料メーカとして、溶接作業の自動化、効
率化など需要を喚起、創出する取り組み
を進め、　また、当工業会会員各社の溶
接材料が安心して使用されるよう活動の
一層の底上げを図ってまいります。
　そして、国内のみならず、世界に向け
た取り組みも益々重要となってきます。

「ものづくり」のキーテクノロジーである
溶接技術の我が国のレベルは非常に高い
ものと自負しております。日本の溶接材
料の技術力・品質力の世界への発信・提
案などの活動を進めるとともに、グロー
バルスタンダードの形成に向けて、日本
が真のリーダーシップを発揮できるよう
取り組みを強化していく考えです。
　私にとって、当工業会の活動の中で最
も思い出深いものは、平成 10 年（1998 年）
に海外派遣調査団の団長としてのシンガ
ポールへの視察です。海外の地で、共通
の目的のもと活動を進めたこと、言葉
は通じなくても「溶接」「技術」は世界共
通であることなど多くのことを学びまし
た。そして、当時のメンバーと将来に思
いを馳せていろいろなことを語り合った
ことも、今の工業会の活動の礎になって

いると思います。
　今年度は既に６月に上海で開催された
国際溶接フェアへ当工業会として海外調
査団を派遣致しましたが、会員各社の溶
接業界を支えていく若手、担い手に、グ
ローバル化の意識が高まり、将来を語り
合い、業界の活力向上につながるような
機会を作っていきたいと考えておりま
す。
　最後になりますが、会員各社が一体と
なり実効ある工業会活動を目指し、活動
のあり方にも常に変革を求めながら、弛
まぬ努力を続け、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。そして、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、就任のご挨拶とさせ
ていただきます。

会長就任にあたって
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　一般社団法人日本溶接材料工業会（輿石房
樹会長）は 5 月 22 日、東京・霞ヶ関の東海大
学校友会館で第 43 期定時総会を開催した。
今総会は役員改選期にあたり、この 2 年間会
長職を務めてきた木村寛氏が退任し、輿石房
樹氏が会長に就任、副会長には木村寛氏が就
任した。
　総会の審議に先立ち、一般社団法人日本溶
接材料工業会の会員代表であった、ニツコー
熔接工業㈱田儀秀徳氏、㈱ JKW 長谷薫氏の
ご逝去を悼み、全員で黙祷を行ったあと各議
案の審議を行った。
　最初に、第 1 号議案「平成 26 年度事業報告
及び収支決算」について審議し、原案通り承
認された。引き続き第 2 号議案 「理事・監事
選任の件」、第 3 号議案「会長・副会長選任の
件」、第 4 号議案「理事長・副理事長並びに代
表理事選任の件」について審議が行われ、い
ずれも原案通り承認されたあと新しく会長に
選任された輿石会長が議長席に移り、第 5 号
議案「委員会委員の委嘱並びに委員長の選任
の件」、第 6 号議案「平成 27 年度 事業計画及
び収支予算案の件」、第 7 号議案「議事録署名
人の選任の件」について審議を行い、いずれ
も承認された。平成 27 年度各委員会等の主
な事業計画は次の通りである。

＜理事会＞
　①工業会活動の適正な運営及びコンプライ
アンスの遵守について、②各種統計の整備に
関する検討、③環境面・技術面等における技
術的課題の検討、④健全な財政運用実現に向
けた工業会活動と経費のあり方の検討、⑤「海
外分科会」、「輸入原材料の安定調達分科会」
等の開催、⑥平成 27 年度「海外調査団」の派
遣、⑦総会、新年賀詞交歓会、合同委員会の
開催、⑧（一社）日本溶接材料工業会会報『溶
接展望』の発行（年 2 回）、⑨工業会ホームペー
ジの運営に関わる支援、⑩海外の溶接関連動
向の情報収集と把握、⑪関連団体との連携及
び情報収集、⑫関係官庁への対応と調整、⑬
その他業界全体の諸問題への対応。　　

＜統計委員会＞
　①溶接材料の生産・出荷・在庫・輸出に関
する統計報告（毎月）、②平成 26 年度溶接材
料に関する出荷量分析と編纂、③需要部門別
溶接材料出荷量調査の実施（四半期毎）、④溶
接材料地域別出荷量調査の実施（四半期毎）、
⑤溶接材料流通在庫調査の実施（四半期毎）、

⑥会報『溶接展望 』へ「平成 26 年度溶接材料
出荷量分析（概要）」の掲載、⑦工業会ホーム
ページに掲載する統計データの作成と掲載、
⑧関係官庁への各種統計に関する協力、支援
の実施。

＜技術調査委員会＞
⑴ 国際規格の内容検討及び修正案の提起

①日本溶接協会と連携し、IIW 及び ISO
国際会議へ関係者の派遣を行う、②溶接
材料の ISO 国際規格改正と作成への対応
を行う、③アジア圏への ISO（systemB）
規格の普及促進活動を行っている日本溶
接協会を支援する、④ ISO/TC44/SC3 国
際会議の日本開催について、日本溶接協
会等の関係団体への協力を行う（平成 27
年 9 月 29 日～ 30 日開催予定）

⑵ 環境対応分科会
①法令・規格の変更に伴い、国・地域別
の SDS フォーマットの見直しを行う、②
日本化学工業協会「化学品管理委員会」、

「海外法 WG」・「GHS-WG」へ委員参加、③
国内外の化学物質規制、環境課題に関す
る情報収集及び提供を行う、④ユーザか
らの質問に対する統一回答（案）に関する
検討を行う、⑤ GHS 表示への対応につい
て検討を行う。

⑶ 需要業種別産業や品質管理の将来動向に
関する研究会の開催

  溶接及び溶材の主要需要業界の将来技術
動向について研究会を開催。

⑷ 会員各社の共通利益を目指した検討テーマ
　海外派遣調査団（6 月の中国北京エッセ
ン（上海））に対する技術面からの調査アド
バイスを行う。

⑸ 工業会ホームページへの支援
　ホームページ運営委員会と連携しコン
テンツの作成等運営支援を行う。

⑹ 会報「溶接展望」への技術レポートの投稿
掲載　

　『溶接展望 110 号』等に技術レポートの
投稿掲載を行う。

＜ホームページ運営委員会＞
①会員向け諸案内を掲載するとともに、工業
会作成の資料や刊行物の公表等を引き続き行
う、②一般社団法人化に伴い工業会の概要（定
款、事業計画、決算等）を公開および更新する、
③ホームページ全般（一般向け、会員向け）に
ついて、掲載内容の充実を引き続き検討して
いくとともに、会員共通の課題に関する情報
の発信に努める。

　総会終了後、引き続き懇親会が催された。
　最初に輿石房樹会長から、木村前会長、粕
谷前副会長へ 2 年間の活動に対する謝辞が
あった後、「溶接は産業のキーテクノロジー
であり、日本の溶接技術は世界 No.1 と思っ
ているが、近年は海外との競争が激しくなっ
ている。工業会としても一致結束して対応・
活動をして行かねばならないし、統計整備や
技術（環境対応、ISO 対応）活動もしっかり継
続したい。また、海外派遣調査事業を通して、
若い人達にはグローバルな世界の勉強もして
もらいたい」と工業会活動への抱負を述べら
れた。
　43 期総会で交代のあった理事・監事は以
下のとおりである（敬称略）
・理事（代表理事・会長）
　　輿石房樹（㈱神戸製鋼所）
・理事（代表理事・副会長）
　　木村　寛（日鐵住金溶接工業㈱）
・理事（代表理事・理事長）
　　山本　明（㈱神戸製鋼所）
・理事（代表理事・副理事長）
　　高島　勝（日鐵住金溶接工業㈱）
・理事（新任）
　　清水弘之（㈱神戸製鋼所）
・理事（新任）
　　菅原 聡（日鐵住金溶接工業㈱）
・監事（新任）
　　梅山恭一（㈱神戸製鋼所）

第４３期定時総会開く
―会長に輿石房樹氏、副会長に木村寛氏が就任―

木村前会長（左）と輿石新会長

第43期定時総会
（5月22日、東海大学校友会館）
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　この度、㈱ JKW の代表取締役社長に
就任致しました小澤康治でございます。
平素、工業会の皆様には大変お世話に
なっており、心より厚く御礼申し上げま
す。
　私は昭和 59 年に㈱神戸製鋼所に入社
以来 30 数年間、営業企画業務を中心に
一貫して溶接業界でお世話になってまい
りました。今日までの間に溶接材料の需
要環境は大きな山や谷を幾度も経てまい
りましたが、足元は鉄骨業界などの活況
を受けた内需拡大局面にあり、特に昨年
から今年にかけて溶材需要の急回復に供
給が追いつかず、お客様に多大なご迷惑
とご心配をお掛けしましたことを誠に心
苦しく思っております。
　しかしながら、現在の活況が将来にわ
たって継続するという保証はありませ
ん。2020 年東京五輪や震災復興関連の
需要がここ数年は牽引役を務めるでしょ
うが、「少子高齢化」という未曽有の課題
が、「鋼構造物需要の減少」「人手不足の
深刻化」「需要家の海外移転」といった形
で徐々に顕在化し、需要環境が大きく変
化していくのではないでしょうか。今か
ら 10 年後を見据えた会社経営を行って
いくのが私の務めであると実感しており
ます。
　当工業会の活動も、これらの課題に適
切に対応し、これからもニッポンのモノ
づくりの土台を支えていくものであるべ
きと考えます。自身微力ではございます
が、工業会活動を通じて諸先輩の考え方
を吸収しつつ、業界の発展に尽くしてい
く所存ですので、ご指導、ご鞭撻をよろ
しくお願い申し上げます。

　この度、㈱タセトの社長に就任致しま
した桝田です。どうぞよろしくお願い致
します。
　私は昭和 50 年に日本油脂㈱に入社以
来、約 17 年間溶接材料の検査・品質保
証・開発に携わり、その後、企画と海外
輸出を担当した後、ベトナムに赴任しま
した。ベトナムから帰国後は、㈱タセト
で海外業務と国内営業を担当した後、平
成 18 年から企画業務部長、平成 21 年か
ら常務取締役企画業務部長、平成 22 年
から常務取締役営業本部長の職に就いて
いました。溶接材料の開発・生産・品質
保障から営業・人事・総務までさまざま
な仕事を経験し、関連する業界の多くの
方々とのお付き合いをさせていただきま
した。
　工業会関係では、平成 21 年から理事
並びに海外分科会委員を担当させていた
だきました。厳しい環境下での理事会、
海外分科会の中で会員会社の皆様とのい
ろいろな取り組みに参加させていただ
き、貴重な経験をさせていただくことが
できました。心から感謝申し上げます。
昨今の経済環境下では、工業会の活動が
より重要になってきていると考えていま
す。国際競争力の強化、環境問題等への
取り組みをはじめとして、さまざまな課
題に直面しており、「協調と競争」の理念
のもと、業界で力を合わせて解決に取組
む必要があると思います。私も微力で
はございますが、当工業会の活動に積極
的に努力する所存ですので、皆様のご指
導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げま
す。

　ニツコー熔材工業㈱の代表取締役に就
任致しました津田です。昨年 8 月に弊社社
長田儀秀徳が逝去致しました。お別れ会
では皆様方に大変お世話になりました。厚
く御礼申し上げます。また、5 年前より常
任理事を務めさせていただいております。
改めましてよろしくお願い申し上げます。
　弊社は今年創業 75 年、創立 65 年を迎
えております。創業以来一貫して溶接材料
を製造販売してまいりました。これからも
この方針・姿勢は変えずに溶接業界に貢
献できればと考えております。とはいえ、
政治でいえば自民党から民主党政権に移
行し、また、自民党政権に戻ったり、為替
を見れば、円高だったのがこの一年での急
激が円安へ移行したり、株価もしかりで、
変化が速くて激しい時代になってきていま
す。当然ながら、業績は景気によって業績
も左右されるのですが、業績の悪化の理由
を景気が悪いではあまりにもさびしいでは
ないかと弊社内でよく話をします。弊社で
は営業だけでなく社員全員が「現場を見る」
ことを合言葉にこの激しい時代を乗り切る
べく全社員が同じ方向を向いて社業に邁進
したいと考えております。
　当工業会の基本姿勢である「協調と競
争」、協力すべき事案は協力して当工業会
を盛り上げ、また、自社においてはしっか
り力を付け、業界での存在価値がある会社
にしたく思っております。いかんせん若輩
ですので、今後ともご指導、ご鞭撻の程よ
ろしくお願い申し上げます。
　趣味はゴルフです。自分の思い通りにス
イングやパッティングができた時の爽快感
がたまりません。ただ、大半はがっかりが
多いのですが。

新代表者紹介

㈱ JKW

代表取締役社長　小澤康治
㈱タセト

代表取締役社長　桝田謙吾
ニツコー熔材工業㈱

代表取締役　津田育久



平成27年7月31日（4）

　この度、日本溶接材料工業会の理事を務
めさせて頂くことになりました大同特殊鋼㈱
の秦野でございます。どうぞよろしくお願い
致します。
　私は、昭和 58 年に入社し、製造部門、研
究開発部門、技術サービス部門に関する業
務に携わってきました。当工業会には平成
22 年から約 2 年間、溶接材料・素材を中心
に関わらせていただきました。当時は超円高
を追い風とした海外材の価格攻勢に苦しめら
れた時期であり、技術力に培われた差別化の
必要性を改めて痛感させられた時期でした。
　今回、縁あって再び当工業会に理事という
大役で関わらせていただき身の引き締まる思
いです。
　当社の主要顧客である自動車産業は生産
の場を着々と海外へ広げており、その結果、
国内の需要は伸び悩みを見せ溶接業界を取
り巻く環境も厳しさを増しております。一方
で、ロボット技術や IT 技術を活用した革新
的なものづくり方法の提案がなされつつあ
り、今後その拡大が期待されます。
　新たな溶接需要の創出はもとより、革新的
なものづくりを側面から支援する溶接材料の
提案がこれからの国際競争を勝ち抜くために
重要と考えております。
　微力ではございますが、当工業会の理事
としての活動を通じて溶接業界の発展に少し
でもお役に立てればと考えております。会員
各社の皆様方のご指導、ご鞭撻を何卒よろ
しくお願い致します。

　この度、日本溶接材料工業会の理事を務
めさせて頂くことになりました㈱神戸製鋼所
の清水です。技術調査委員会の委員長とい
う大役を仰せつかり、至らぬことも多いと存
じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
　私は、昭和 62 年（1987 年）に神戸製鋼所に
入社し、（現）溶接事業部門・技術センター溶
接開発部に配属となり、レーザ溶接、溶接の
材料設計・生産技術の開発に従事してまいり
ました。
　開発業務に邁進しました 20 年間は、幸運
にもコンピュータの演算速度とメモリ量が一
桁ずつ増えて行く時期と重なりました。波
形データが「紙・ペンの記録」から「デジタル
の記録」に移行し、数値微・積分の意味と有
益性を理解し、実務に活用することができ
ました。予算申請し、当時は非常に高額で
あったマルチチャンネルのデジタルレコーダ
と PC 等を整え、生産工程や溶接過程での多
種多様の信号を記録解析し、品質・性能の
向上と製品開発に寄与することができたかな
と思っております。画像のデジタル化は最近
10 年で飛躍的に進みました。30 代の頃、高
速度撮像が可能なデジタルビデオカメラを申
請し、いざ画像を PC に転送しようとしたら、
数秒間の動画の転送に 1 週間を要することが
わかり、愕然としたこと鮮明に覚えています。
大量の画像と波形をデジタルで容易に操作
できる昨今の研究開発の環境は羨ましい限り
です。
　微力ながら日本溶接材料工業会の安定に
貢献できますように努力させて頂く所存でご
ざいます。会員の皆様のご指導、ご鞭撻を
賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

［社歴］
昭和62年4月　㈱神戸製鋼所入社
平成10年1月　溶接カンパニー主任研究員
平成20年4月　溶接カンパニー経営管理部

担当部長
平成24年4月　溶接事業部門技術センター

溶接開発部長
◆出　身　地　新潟県長岡市
◆生 年 月 日　昭和37年12月23日
◆家         族　妻、長女、次女、3女
◆趣         味　DIY、料理、自転車、

ウォーキング、映画、ゴルフ

［社歴］
昭和58年4月　大同特殊鋼㈱入社
平成16年6月　鋼材事業部技術サービス部長
平成20年7月　研究開発本部特殊鋼研究所

自動車用鋼研究部長
平成22年5月　高機能部材事業部長
平成24年4月　機能材料製品本部粉末製品

事業部長
平成26年6月　特殊鋼製品本部特殊鋼棒線

事業部長
平成27年6月　執行役員自動車ビジネスユ

ニット長（現職）
◆出身地　　愛知県小牧市
◆生年月日　昭和33年2月9日
◆家族　　　妻、長男、次男、三男
◆趣味　　　DIY

㈱神戸製鋼所
溶接事業部門　技術センター
溶接開発部長　清水弘之

大同特殊鋼㈱
執行役員　自動車ビジネスユニット長

秦野敦臣

新理事紹介

平成27年度海外調査団の派遣

　日本溶接材料工業会は、6 月 15

日（月）～ 6 月 19 日（金）中国・上

海で開催された「北京エッセン溶接・

切断フェア」に調査団（9 名）を派遣

しました。

　上海の新国際エキスポセンターで

開催されたフェアには、今回 28 ヵ

国・中国から 989 社が出展しまし

た。東洋一のスペースと出展数を誇

るフェアに、（一社）日本溶接材料工

業会から今回 9 名の調査団を派遣し

ました。中国の溶接企業の現況や外

国系企業の中国市場における事業展

開、各国企業の GHS への対応、ロ

ボット化の動向等について視察を行

うと共に、この視察・調査を通して

溶接材料工業会の将来人材の育成を

図ることとを目的としております。

　今回は下記のメンバーが派遣され

ました。

第25回海外派遣調査団
（中国・北京エッセン（上海））

団長　黒田　浩一郎（㈱神戸製鋼所）
　　　藤本　純一郎（㈱神戸製鋼所）
　　　松田　信行（四国溶材㈱）
　　　杉本　哲仁（㈱ JKW）
　　   乾　　圭吾（大同特殊鋼㈱）
　　　都築　岳（㈱タセト）
　　　今森　裕之（特殊電極㈱）
　　　奥野　義人（ニツコー熔材工業㈱）
　　　坂元　宏（日鐵住金溶接工業㈱）
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1　建築鉄骨市場
　日本における溶接材料の産業別需要統
計では、鉄骨建築（橋梁含む）が約 35%
と、2 位の造船（約 26%）、3 位の自動車
･ 車輌（約 16%）を抑えて第 1 位である。
この順列は世界的には極めて特異であ
る。なぜならば、日本は地震が全土で多
発する唯一の先進国であるからである。
したがって、他国で主流の RC（鉄筋コ
ンクリート）よりも耐震性に優れた鉄骨
構造（S 造）が、特に高層ビル、工場建屋
といった大型建築物で多用され、その接
合に用いられる溶接材料も大量に消費さ
れている。機能的にも鉄骨用溶接材料は
AWS 規格には存在せず、独自の進化を
遂げてきた。
　とはいえ、図1 でわかるように、国内
の鉄骨市場はバブル景気をピークとし
て、縮小のトレンドを描き、現在は半分
である。今後も人口減や設備投資の海外
重視戦略から、大きく上昇に転じること
はないであろう。このような市況から、
長らく鉄骨ファブリケータは過当競争状
態を続け、かつては著名な重工メーカー

が主要プレーヤの座にいたが、現在はほ
とんどが撤退し、代わって地方の専業
メーカーがその座についている。
　ファブの数や素材の生産能力が市場に
合わせて減少してきたため、2013 年か
ら 14 年にかけて景気が改善して鉄骨需
要が伸びた途端、鋼部材や溶接材料の供
給能力が需要に追いつかない事態となっ
た。

2　技術の変遷
　地方の鉄骨ファブ躍進の原動力の一つ
が、鉄骨の生産方式と生産設備の革新に
ある。鉄骨の柱はかつて 4 枚の鋼板をサ
ブマージアーク溶接とエレクトロスラグ
溶接で組み立てる箱形断面柱や、H 形鋼
を組み合わせた十字柱が多かった。これ
らには高い技能が必要とされた。しかし、
専業メーカーが曲げ加工によって生産
する角形や円形コラムが認められ始め、
ファブでの溶接組立がロボット施工に好
適であったことから、ロボットを多く導
入し、大量生産によって価格競争力を付
ける戦略をとったファブが躍進すること
になったのである。これはつまり、パソ

コンや液晶テレビなどと同じ、モジュー
ル化が鉄骨建築にも起きた、と言えるだ
ろう。
　この動向に伴い、溶接材料はロボッ
ト施工に好適なソリッドワイヤの比率
が高まった。さらに阪神淡路大震災以
降、溶接金属の高性能化要求が起きて、
490MPa 級に代わって 550MPa 以上の高
強度溶接材料のニーズが増えている。

3　今後の動向
　昨年度、技術調査委員会主催で講演を
行っていただいた㈱三菱地所設計によれ
ば、景気や 2020 年オリンピックとはあ
まり関係なく、東京都内の地区間競争で、
魅力を増すべく、ビルの建替が継続的に
行われていく見通しとのことである。超
高層ビルのニーズである大空間化と耐震
性向上のため、溶接部のさらなる高性能
化が求められている。
　一方、将来もし中国で建築の鉄骨化が
進めば、国内で培った鉄骨向けの高い溶
接技術は、巨大市場で活かせる可能性が
あり、産学官の連携と支援が求められる。

技術レポート

建築鉄骨の変遷と溶接材料の対応
日本溶接材料工業会　技術調査委員会

委員長　清水弘之
[ ㈱ 神戸製鋼所　溶接事業部門　技術センター　溶接開発部長 ]

図 1　鉄骨需要量（S 造 +SRC 造） 図 2　溶接組立箱形断面柱（BOX 柱）の製造方法 図 3　コラム柱の製造方法
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溶接材料生産・出荷実績
（単位：t）

品　種　別
生　　産　　量 出　　荷　　量

27年1～6月 26年1～6月
前年同期比

27年1～6月 26年1～6月
前年同期比

増  減 ％ 増  減 ％

被 覆 ア ー ク 
溶 接 棒

軟 鋼 用 11,079 13,469 ▲ 2,390 82.3 10,735 13,190 ▲ 2,455 81.4 
特 殊 鋼 用 4,858 5,339 ▲ 481 91.0 4,593 5,190 ▲ 597 88.5 
そ の 他 用 252 264 ▲ 12 95.5 245 265 ▲ 20 92.5 

小　　計 16,189 19,072 ▲ 2,883 84.9 15,573 18,645 ▲ 3,072 83.5 

サ ブ マ ー ジ 
溶 接 用

ワ イ ヤ 7,747 8,949 ▲ 1,202 86.6 7,766 8,842 ▲ 1,076 87.8 
フ ラ ッ ク ス 10,449 11,019 ▲ 570 94.8 10,260 10,772 ▲ 512 95.2 

小　　計 18,196 19,968 ▲ 1,772 91.1 18,026 19,614 ▲ 1,588 91.9 

ガスシールド 
溶 接 用

ソリッドワイヤ 48,997 47,134 1,863 104.0 49,752 47,673 2,079 104.4 
Ｔ Ｉ Ｇ ワ イ ヤ 1,271 1,362 ▲ 91 93.3 1,264 1,365 ▲ 101 92.6 
フラックス入りワイヤ 45,501 44,249 1,252 102.8 45,629 45,031 598 101.3 

小　　計 95,769 92,745 3,024 103.3 96,645 94,069 2,576 102.7 
そ　　　の　　　他 10 13 ▲ 3 76.9 11 14 ▲ 3 78.6 

合　　　　　　　　計 130,164 131,798 ▲ 1,634 98.8 130,255 132,342 ▲ 2,087 98.4 

［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 Ｆ　　Ｃ　　Ｗ ソリッドワイヤ他 合　　　　　　　　　　　　　　計

27年1～6月 26年1～6月 27年1～6月 26年1～6月 27年1～6月 26年1～6月 27年1～6月 26年1～6月
前年同期比

増  減 ％
韓 国 225 271 555 237 431 391 1,211 899 312 134.7 
中 国 680 1,169 755 1,121 2,733 2,808 4,168 5,098 ▲ 930 81.8 
台 湾 56 85 522 398 139 190 717 673 44 106.5 
タ イ 40 93 55 191 0 95 284 ▲ 189 33.5 
シ ン ガ ポ ー ル 361 498 139 457 20 34 520 989 ▲ 469 52.6 
フ ィ リ ピ ン 4 21 1,769 1,620 287 254 2,060 1,895 165 108.7 
サウジアラビア 25 15 58 3 784 330 867 348 519 249.1 
ノ ル ウ ェ ー 1 3 774 1,822 0 0 775 1,825 ▲ 1,050 42.5 
ス ウ ェ ー デ ン 0 0 20 42 0 0 20 42 ▲ 22 47.6 
オ ラ ン ダ 16 25 3 8 0 0 19 33 ▲ 14 57.6 
ロ シ ア 1,791 2,897 0 1 0 0 1,791 2,898 ▲ 1,107 61.8 
ア メ リ カ 8 29 2,598 2,161 51 57 2,657 2,247 410 118.2 
そ の 他 448 237 1,199 1,401 286 89 1,933 1,727 206 111.9 

合　　計 3,655 5,343 8,447 9,462 4,731 4,153 16,833 18,958 ▲ 2,125 88.8 

［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

27年1～5月 26年1～5月 27年1～5月 26年1～5月 27年1～5月 26年1～5月 27年1～5月 26年1～5月
前年同期比

増  減 ％
韓 国 432 443 7,859 8,103 14,309 17,999 22,600 26,545 ▲ 3,945 85.1
中 国 305 311 1,860 1,622 1,038 2,027 3,203 3,960 ▲ 757 80.9
台 湾 91 118 166 184 2,250 2,680 2,507 2,982 ▲ 475 84.1
タ イ 1,903 2,022 1,903 2,022 ▲ 119 94.1
マ レ ー シ ア 19 25 19 25 ▲ 6 76.0
オ ラ ン ダ 4 5 1 4 6 ▲ 2 66.7
ベ ル ギ ー 18 13 18 13 5 138.5
ド イ ツ 12 14 8 3 10 9 30 26 4 115.4
イ タ リ ア 21 25 21 25 ▲ 4 84.0
ポ ル ト ガ ル 0 0 0 0.0
チ ェ コ 10 30 20 30 30 0 100.0
ア メ リ カ 21 19 70 116 9 22 100 157 ▲ 57 63.7
オーストラリア 1 1 0 1 0.0
そ の 他 7 4 665 200 598 528 1,270 732 538 173.5

合　　計 873 914 10,665 10,277 20,168 25,332 31,706 36,523 ▲ 4,817 86.8

[ 財務省：日本貿易統計 ]
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90,229㌧で、対前年度 +9.2％（+7,604㌧）
と４年振りの増加となり、国内向けは
+8.5％（+5,737㌧）、輸出向けは +12.1％

（+1,867㌧）でした。

１．総出荷量
　平成 26 年度の溶接材料総出荷量（国内
出荷・輸出出荷）は、266,614㌧と対前年
度 +5.1％（+13,030㌧）の増加となりまし
た（図1・表1）
　2 年連続の出荷量増加となりました
が、リーマンショック前（平成 20 年度出
荷量）の出荷量と比較すると、その回復
量は未だ 80％台の水準に留まっており
ます。
２．向け先別出荷量
＜国内出荷量＞
　国内出荷量は 227,238㌧で対前年度比
+5.1%（+11,001㌧）の増加となり、国内
溶接材料の需要が回復しました。
　これは建築・鉄骨分野での首都圏再開
発物件や物流倉庫案件を中心に需要が旺
盛であったことに加え、造船分野におい
ても新造船受注隻数増加に伴い建造量
アップとなったことによるものです。
＜輸出出荷量＞
　輸出出荷量は 39,376㌧で、対前年度
+5.4％（+2,029㌧）と 4 年振りの増加と
なりました。シンガポール（－894㌧）、
ロシア（－460㌧）、インド（－197㌧）と一
部向け先において出荷量は減少したも
のの、最大仕向け地である中国向けは
サブマージ溶接材料の増加により +982
㌧、フィリピン（+942㌧）、サウジアラ
ビア（+471㌧）、韓国（+314㌧）、アメリ
カ（+254㌧）向けなど多くの向け先にお
いて出荷量が増加しました（表1・表3）
＜品種別出荷量＞
　品種別出荷量につきましては、被覆アー
ク溶接棒を除き増加となりました（表2）
　品種別にみますと、被覆アーク溶接棒
は 34,801㌧で対前年度比－6.4％（－2,371
㌧）の減少（国内向け－1,196㌧、輸出向け
－ 1,175㌧）でした。
　ソリッドワイヤの出荷量は 99,011㌧と
対前年度 +5.2％（+4,862㌧）となり、国
内向けが +5.4％（+5,055㌧）、輸出向け
は－15.2％（－193㌧）でした。
　フラックス入りワイヤの出荷量は

　サブマージ溶接用の出荷量は 39,994㌧
で対前年度 +7.4％（+2,752㌧）の増加に
なり、国内向けが +4.5％（+1,285㌧）、
輸出向けは +17.3％（+1,467㌧）でした。

平成２６年度溶接材料出荷量分析概要

（トン、％）

期　間

総出荷量 国内出荷量 輸出出荷量
平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

対前年
同期比％

対前年
同期比％

対前年
同期比％

4月～ 6月 59,088 66,712 112.9 50,731 56,572 111.5 8,357 10,140 121.3 
 7月～ 9月 62,089 67,223 108.3 52,370 56,507 107.9 9,719 10,716 110.3 
10月～12月 66,777 67,455 101.0 56,324 57,523 102.1 10,453 9,932 95.0 
 1月～ 3月 65,630 65,224 99.4 56,812 56,636 99.7 8,818 8,588 97.4 
合　　計 253,584 266,614 105.1 216,237 227,238 105.1 37,347 39,376 105.4 

表１　全体出荷量

（トン、％） 　
品　種 向先 平成25年度 平成26年度

対前年度比
差量 伸び％

被覆アーク
溶接棒

国内 25,401 24,205 －1,196 95.3 
輸出 11,771 10,596 －1,175 90.0 
合計 34,854 34,801 －53 99.8 

サブマージ
溶接用

国内 28,779 30,064 1,285 104.5 
輸出 8,463 9,930 1,467 117.3 
合計 34,428 39,994 5,566 116.2 

ソリッド
ワイヤ

国内 92,880 97,935 5,055 105.4 
輸出 1,269 1,076 －193 84.8 
合計 94,149 99,011 4,862 105.2 

フラックス
入りワイヤ

国内 67,231 72,968 5,737 108.5 
輸出 15,394 17,261 1,867 112.1 
合計 82,625 90,229 7,604 109.2 

その他 国内 1,946 2,066 120 106.2 
輸出 450 513 63 114.0 
合計 2,396 2,579 183 107.6 

合　計 国内 216,237 227,238 11,001 105.1 
輸出 37,347 39,376 2,029 105.4 
合計 253,584 266,614 13,030 105.1 

表 2　品種、向先別出荷量
（トン、％）　 

向先 平成25年度 平成26年度 差量
中国 10,270 11,252 982 

ロシア 6,800 6,340 －460 
フィリピン 2,918 3,860 942 
アメリカ 4,434 4,688 254 

サウジアラビア 435 906 471 
韓国 1,923 2,237 314 

シンガポール 2,276 1,382 －894 
ノルウェー 3,311 3,407 96 
スウェーデン 94 79 －15 

インド 706 509 －197 
台湾 1,071 1,186 115 
タイ 311 347 36 

オーストラリア 22 51 29 
香港 138 281 143 

オランダ 56 75 19 
イギリス 0 0 

インドネシア 256 254 －2 
デンマーク 0 0 0 

その他 2,326 2,522 196 
合計 37,347 39,376 2,029 

表 3　仕向国別輸出出荷量

図１　溶接材料の出荷量推移


