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識させられます。業界全体でそれを高め
る技術、溶接部の信頼性を向上させる努
力を弛まなく続けていかなければなりま
せん。
こうしたことを踏まえ、当工業会では、

安全、安心、コンプライアンスの遵守を
基本に、『協調と競争』の精神のもと、
時代の変化に適応した開かれた組織体を
維持し、会員各社の繁栄、世界をリード
する日本の溶接技術の進化に向けて取り
組んでまいります。最後になりますが、
会員各社と皆様方にとって実り多い一年
になりますことを心より祈念し、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の皆様、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、ご協力を賜り心より感謝申し上げ
ます。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。
足もとの経済情勢は、日本経済におい

ては、個人消費は持ち直しの動きがみら
れるものの、中国をはじめとする世界経
済の減速による下押し圧力もあり、足も
とは踊り場にあるともいえますが、引き
続き公共投資は底堅く、企業の生産活動
や設備投資は緩やかに持ち直していくも
のとみております。
一方、深刻なのは世界経済です。中国、

東南アジアでの景気悪化、原油安に伴う
各種影響、新興国経済の減速も続くとみ
られ、パリ同時テロを受けた地政学的な
リスクの更なる高まりなど、先行きへの
不透明感が増しております。日本経済へ
の影響も大きく、動向を注視する必要が
あります。
こうした中での日本の溶接関連需要で

すが、昨年は鉄骨建築、原油安の影響も
ありエネルギー関連での活動水準は下が
りましたが、造船での受注量は好調に推
移し、建築関連でも東京オリンピック関
連や大型の再開発案件など引き続き期待
がもてます。しかしながら、溶接工、熟
練工の人手不足などによる建設工事の遅
れは依然解消しておりません。当工業会

においても、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、
創出する取り組みなどその役割は益々強
くなるものと考えます。
そして、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
ておりますが、更なるグローバルスタン
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
強化してまいります。昨年 9月には、東
京で ISO 規格の溶接材料に関する委員
会（ISO/TC44/SC3）が開催されました。
我が国の溶接材料メーカの存在感を示す
絶好の機会となったものと思います。
市場のニーズ、課題をしっかりと把握

する意味では、ここ数年実施している技
術調査委員会での業種別の勉強会も継続
してまいります。また、昨年の上海での
国際溶接フェアへ海外調査団は当工業会
として 25 回目の派遣となりました。今
後も、会員各社の溶接業界を支えていく
担い手に、グローバル化の意識が高まり、
業界の活力向上につながる人材育成も強
化してまいります。
また、昨年は杭打ちデータの改ざん、

排ガス不正問題など、ものづくりに関わ
る多くの問題が発生しました。こうした
問題を聞くたびに、構造物は人の命を預
かるもので、安全に対する重要性を再認
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平成28年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し
上げます。
我が国鉄鋼業界を取り巻く環境は様々な意味

で厳しさを増しています。
国内では、東日本大震災以降、産業用電気料

金が約40％上昇し、典型的な電力多消費産業で
ある鉄鋼業界の経営に少なからぬ影響を与えて
います。また、鉄鋼業は産業部門における最大の
二酸化炭素排出業種ですが、震災の影響により
二酸化炭素排出量と排出原単位は、省エネ投資
にもかかわらず増加傾向にあり、新たな技術の導
入など地球温暖化対応の観点からの取組強化が
求められています。構造的問題としては、総人口
や自動車等の製造業の海外移転、消費者の鉄鋼
を使うライフスタイルの変化等により、国内需要
の一層の減少が懸念されています。
海外に目を転じると、中国、韓国等の競合メー

カーによる追上げはコスト面のみならず技術面で
も見られます。新興国を原因とする過剰供給によ
り、海外の鋼材市況が低迷し企業収益に深刻な
影響が及ぶとともに、世界中で新興国に対する通
商摩擦が多発しております。
一方で、ユーザー産業からの素材に対するニー

ズは高度化、多様化し、素材間競争が進んでい
ます。ドイツやアメリカにおいては、ＩｏＴ、ビッ
グデータ活用、ＡＩ導入の動きが加速化しており、
我が国鉄鋼業にとっても、こうした動きは相当の
注意を払うべきものです。
こうした状況を踏まえ、昨年6月に金属素材競

争力強化プランを策定・公表しました。現在、順
次施策への落とし込みを進めており、本年はこう
した取組を加速し、着実な成果につなげてまいり
ます。

【国内生産基盤の改善に向けた国の取組】
我が国鉄鋼業の競争力の源泉が技術力にある

ことを考えれば、それをいかに今後とも伸ばし、
海外競合メーカーとの相対的優位を維持できるか
がポイントとなります。同時に、新興国が質・量
両面でキャッチアップを進める中、一部高級鋼材
を除けばコモディティ化は避けられず、規模の経
済や生産効率の追求によるコスト競争力に磨きを
かける必要があります。
国の取組としては、まず技術面では、更なる省

エネと低炭素技術の開発・普及を支援します。継
続案件である革新的新構造材料の技術開発、コー
ス50に加え、2016年度からは、従来に比べて省
エネ効率を10％以上改善し得るフェロコークス炉
の1号機導入に向けたプロジェクトを開始する予
定です。また、省エネ補助金等により、事業者の

皆様の省エネ努力を支援してまいります。
さらに、計算科学と材料科学を融合させた、

マテリアルズ・インフォマティックス（MI）という
材料設計手法の開発・普及を支援してまいります。
素材開発期間の短縮やコスト削減が期待される手
法であり、自動車メーカーからは、内燃機関など
を対象に、MIを使った3Dプリンターによる新た
な合金鋼等の開発に強い関心が示されています。
鉄鋼課では昨秋から、3Dプリンターを用いた実
証実験を開始し、鉄鋼メーカーからの材料の提
供を受け、どのような条件であればどのような機
能を持った素材が出来るかのシミュレーションを
行っております。2016年度には参加企業を増やし、
2017年度にはナショナルプロジェクトの立ち上げ
を目指します。
コスト競争の面での施策としては、鉄鋼業の

生産性向上に向けた取組を支援していきます。既
に各社で様々な取組が進められていますが、鉄
鋼課としては、今後各社が協調可能な領域とし
て、デジタル技術を活用した保安高度化の検討
を進めています。複数の鉄鋼メーカーの協力を得
て、製造プロセス、労働安全、環境保全の分野で、
どの設備からどのような種類のデータを取得して
いるのか、実態の共有から始めています。今後、
共有できるデータの範囲や共同実施すべき取組内
容等について議論してまいります。
取引適正化も引き続き重要な課題です。鉄

鋼メーカーと自動車等ユーザーとの間に存在す
る圧延、鋳鍛造等の加工を行う川中企業や協
力会社を含めた取引の適正化を進めることによ
り、国内で上流から下流までのサプライチェー
ン全体の底上げと強靭化を行っていきます。鉄
鋼業については、「鉄鋼産業取引適正化ガイド
ライン」が官民で検討の上、公表されていま
す。このガイドラインは、下請法に規定する禁
止事項について、事例をわかりやすく具体的に
記載したものですが、昨年 3月に、消費税や原
材料、エネルギー価格上昇分の転嫁の際の買
いたたき事例を追加しました。また、自動車産
業と部品産業の取引適正化のための「自動車産
業適正取引ガイドライン」において、自給材で
あるにもかかわらず、材料費の価格変動と同じ
動きにするという条件を一方的に押しつけ、価
格を据え置く行為を買いたたき事例として紹介し、
昨年11月にはそれを行わないよう周知徹底を図っ
たところです。本年もフォローアップと必要に応
じた改訂を行ってまいります。
事業者の皆様には、これらの措置も活用しつつ、

設備・技術・人材に対する未来に向けた投資と、
3巡目の賃上げに向けた最大限の努力、あわせて、

取引先企業に対する仕入れ価格の上昇等を踏ま
えた価格転嫁を改めてお願いします。

【国際的な市場環境整備に向けた取組】
鉄鋼産業にとってのグローバルな課題である

過剰能力問題については、これまで以上に官民
一体となった取組を推進していきます。昨秋の
OECD鉄鋼委員会において、日米EU主導の下、
本年前半にハイレベルの鉄鋼会合を開催すること
が決まりました。オブザーバーとしての中国も含
めすべての主要生産国の参加を得て、過剰能力
を生み出し構造調整の阻害となっている政策措置
への対応の方向性に合意できるよう各国と協調を
進めます。また、日中間では、官民鉄鋼対話やそ
の他の機会を通じて、中国の構造調整問題に対
する突っ込んだ意見交換をしてまいります。
頻発するアンチダンピングやセーフガードのよ

うな貿易措置については、WTOルールに整合的
に調査・発動されるよう主要各国に働きかけると
ともに、日本製品に対する実害を最小化すべく、
各国の日本大使館やJETROとも連携しつつ取り
組んでいきます。
アジア太平洋地域は我が国鉄鋼業の重要な市

場であり、その地域におけるサプライチェーンの
拡大・深化も重要な課題です。日本の高品質な
鉄鋼は、鋼材としてだけでなく、自動車部品等に
加工された上で海外に輸出される比率も高いこと
から、昨年大筋合意に至ったTPPによるレベル
の高い関税撤廃や税関手続ルールの簡素化等を
最大限に活用して、更なる市場開拓を期待してお
ります。現在交渉中の日中韓FTA等にも引き続
き積極的に取り組んでまいります。
末筆ながら、溶接材料業界の益々の御発展と、

皆様の御健康、御多幸を祈念いたしまして、新
年の御挨拶とさせていただきます。

経済産業省鉄鋼課長　山下 隆也

年頭に寄せて
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四国溶材㈱代表取締役会長
村上 景一氏

旭日小綬章を受章

日本溶接材料工業会（輿石房樹会長）は1月8日、
東京・千代田区の東海大学校友会館に約120人
を集め、2016 年新年賀詞交歓会を開催した。輿
石会長は「メーカーとしてものづくり力を高めるこ
とが重要」と指摘したうえで「ものづくりで日本の
製品が常にナンバーワンと認められるように、その
品質を担う溶接材料の品質向上を工業会が推進し
ていく」と所信を述べた。
16年については、20年東京五輪に向けた鉄骨

をはじめ、造船などを含めて堅調な溶接材料需要
が見込まれることから「国内でしっかりとビジネス
を展開していきたい」と話した。また、溶接材料
の品質向上を推進する工業会活動に関しては「統
計委員会は冷静に市場動向を見定める。海外調
査団派遣を通じてグローバルな視点での人材育成
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に努めるとともに、技術調査委員会はで業種別の
勉強会を継続していく。グローバルスタンダード
の形成に向けては、日本溶接協会などを一歩ずつ
進めていきたい」と述べた。
来賓挨拶では、経済産業省製造産業局の山下
隆也鉄鋼課長が15年度補正と16年度当初予算
で950 億円を超える規模を確保した省エネ補助金
や、15年度補正で1020 億円のものづくり補助金
などにふれ、積極的な活用に理解を求めた。
日本溶接協会の宮田隆司会長は６日に発表した
日本海事協会との包括連携協定の締結にふれ「当
面は海外で協力・互恵関係を築き、セミナーなど
に業態を移していきたい」と話した。
木村寛副会長の音頭で乾杯した後、出席者は
懇親を深めた。15年秋の叙勲で旭日小綬章を受
章した村上景一理事が中締めの挨拶を行い、出席
者に謝意を示した。

日本溶接材料工業会の皆様、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
の各種活動へのご理解、ご協力を賜り誠にありが
とうございました。本年も引き続きご厚情を賜り
ますよう、何卒お願い申し上げます。
さて、昨年の当業界を取り巻く経済環境につ

いて述べさせていただきますと、国内の主要業種
である建設業界は、需要自体はあるものの、恒常
的な労働力不足等により稼働率の改善はなかなか
進まない状況でありました。自動車業界は、円安
効果により輸出向けは堅調であったものの、国内
個人消費の伸び悩みや、海外生産シフトの体制
確立により、国内完成車生産はほぼ横ばいの状況
でありました。造船業界は豊富な手持ち工事量を
背景に堅調な稼働を維持しており、全体的には回
復感が見えてきてはいるものの、足下の国内需要
環境は踊り場の状況かと推察しております。
一方、海外に目を向けますと、特に中国経済の

伸び率鈍化や、原油安の影響等により、建設機
械業界やエネルギー分野は、非常に厳しい状況
に直面した年でありました。
今年は、国内におきましては、2020 年の東京

オリンピック開催を控え、その整備に関連した建
設需要の本格化、更に首都圏を中心とした再開
発案件が動き出してくるものと期待しております。
一方で海外需要におきましては、中国経済やエネ
ルギー分野の需要回復は本年も期待できない状
況かと思っております。その影響は鉄鋼産業はじ
め、当業界を取り巻く様々な産業へ波及すること
が考えられ、幅ひろい視点を持って、経済動向を
常に注視することが、昨年以上に肝要であると考
えております。
さて、このような中、当工業会の新年のスター

トを切るにあたり、工業会活動についていくつか所
感を述べさせていただきます。第一に、コンプライ
アンス遵守のもと、理事会を中心に各委員会が計
画した事業内容の活発な活動を実施いただきたい
と思います。統計委員会では統計の正確な把握と
今後の動向を探るタイムリーな統計活動について。
技術調査委員会では溶接材料の国際規格の内容
検討及び修正案の提起について。ホームページ運
営委員会では会員共通の課題に関する情報発信
について。各委員会が夫 の々課題を認識いただき、
活発な活動をされることを期待致します。
第二に、次世代へ繋ぐための人材の育成を目

指していきたいと思います。工業会活動を通じま
して、今後益々拡がる国際化に対応できる人材の
育成を、海外派遣団や他業種の各種講習会への
参加を積極的に促し、工業会として会員各社の
人材育成の一助になればと思っております。
最後になりますが、開かれた工業会運営を目

指し、各事業活動を通じまして、会員各社と益々
の発展を目指し、共に尽力してまいりたいと思い
ます。皆様方のご健勝を祈念し、新年のご挨拶
とさせていただきます。

一般社団法人日本溶接材料工業会

副会長　木村　寛
［日鐵住金溶接工業㈱　代表取締役社長］

新年賀詞交歓会 盛大に

平成 27年秋の叙勲で、村上景一会長が旭日
小綬章（産業振興功労）を受章されました。
村上氏は、今治商工会議所会頭や多くの要職

等を歴任され、広く商工業の発展に貢献されると
共に、造船業をはじめとする鉄工・金属業界の溶
接の高効率化、溶接技術の普及にも努め、産業
の振興に貢献されたことが高く評価されました。

【経　歴】昭和 15年 12 月 13日生。愛媛県今治市
出身。昭和 38年慶應大学商学部卒。同年大阪製
線入社。同 39年四国溶材専務。同 58年社長。平
成 22年会長

【業　界】昭和 48年から日本溶接棒工業会常任理
事（現・（一社）日本溶接材料工業会理事）の他、四
国船用工業会副会長、愛媛県機械金属工業会副
会長、弓削商船高等専門学校技術振興会会長、
今治地方観光協会副会長、平成 19年今治商工会
議所第 14 代会頭に就任等多数の要職を歴任

【表　彰】平成15年国土交通大臣表彰（海事関係功
労）、平成 19年愛媛県政発足記念知事表彰、同
年黄綬褒章、平成 27年今治市制 10 周年記念市
政特別功労賞等

挨拶する輿石会長

歓談する来賓と工業会首脳（左から輿石会長、
宮田日溶協会長、山下鉄鋼課長、木村副会長）
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１．はじめに
日本溶接材料工業会は工業会活動の一環として、平成 27年 6
月15日から19日までの5日間、第20回北京エッセン溶接切断フェ
ア（上海）と成都神鋼建設機械有限公司の視察を目的とした海外
調査団の派遣を行った。内容の詳細については工業会報告書を参
照頂くとし、ここでは調査活動の概要についてのみ報告する。

２．北京エッセンの視察
今回の北京エッセンは、28カ国、989 社が出展、約24,000人が

来訪した。当調査団では3班体制で溶材メーカー計約 40 社をヒ
アリング調査した。
溶材メーカー各社の展示手法は、以下に大別されていた。
①欧米・日系含む外資系は実演等提案型および業種別での展示
②中国大手メーカー（京群、金橋、四川太平洋等）は業種別での展示
③中国中小メーカーは、生産可能材の平置きでの展示
中国メーカーの大手は総合的にメニューのラインアップはあるも
のの、中小も含め全体的には炭素鋼や低廉な材料が主体であるよ
うに感じた。また、中国メーカーの実演は皆無であった。業種別
での展示は、海洋構造物、パイプライン、LNGタンク等のエネル
ギー分野のパネルが中心であり、現状の中国の経済ニーズを反映
しているものと思われる。
会場全体では、将来中国市場で拡大が予想される需要獲得を

狙いとした自動車産業向けのロボット展示が目立っていたが、自
動化ニーズへの対応としては、大容量パック品展示が散見された
程度であり、材料側からの提案はほとんど見られなかった。
GHSラベルはKISWEL 、SANDVIKの 2社のみ展示品で確認

した程度であり、対応している中国現地メーカーは無いことが確
認できた。

中国メーカーでのヒアリングを通し、今後、造船の伸びが期待
できず海洋構造物案件等も減速傾向にある中、中国は国策で原子
力や海洋資源開発、パイプライン、鉄道等が一気に進展する可能
性もあり、他産業へのシフトも見据え、政策動向を注視している
模様が伺えた。

３．成都神鋼建設機械の視察
中国建機業界を取り巻く環境は相当厳しい状況で、工場の稼働
率も低調である中、幸いなことに稼動中の大型（20㌧以上）・小型
（6～ 20㌧）工場の生産ラインを見学できた。
足元での稼働を踏まえた対策として、大型･小型 2工場間での

組立工程集約や稼動調整、拡販に向けて特定顧客のカスタム案件
の取り込み等を推進していた。
日系メーカーは、韓国・中国系メーカーに比較し高品質である
点を評価され、この厳しい環境下でもシェアを着実に伸ばしてお
り、継続して高品質な製品の提供に努めていくことの大切さを改
めて実感した。

４．おわりに
前回の北京エッセン視察時とは打って変わって中国経済が減速
傾向にある中での視察ではあったが、中国現地の溶材メーカーは
元より欧米・アジアの有力メーカーがこぞって出展しており、視
察を通し中国市場における各社の動向を感じ取ることができた。
成都から上海の移動では、悪天候の影響で10時間以上遅れ、
北京エッセン視察も1日に短縮されたことは大変残念であったが、
トラブルも含め一同貴重な経験となった中国視察であった。
こうした機会を与えて頂いた関係者各位に、団員一同深く感謝
申し上げます。

北京エッセンと成都神鋼建設機械の視察
―第25回海外派遣調査団報告―

氏名 会社名 役職名
黒田 浩一郎（団長） ㈱神戸製鋼所　 生産センター 生産企画室 課長
藤本 順一郎　 ㈱神戸製鋼所　 営業部 営業企画室
松田 信之 四国溶材㈱ 松山営業所 マネージャ
杉本 哲仁 ㈱ JKW　 営業部 東日本営業室 課長代理

乾 圭吾 大同特殊鋼㈱　 自動車ビジネスユニット
東京営業部 溶接材料営業室 課長

都築 岳 ㈱タセト 品質保証部 品質保証Ｇ 主任
今森 裕之 特殊電極㈱ 品質保証部 部長補佐
奥野 義人 ニツコー熔材工業㈱ 大阪営業部 次長
坂元 宏 日鐵住金溶接工業㈱ 営業本部 営業第 2部 営業グループ

調査団メンバー（順不同）

北京エッセン会場前にて 北京エッセン会場内（金橋溶材）
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平成 27 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。

【理事会】
（委員長：山本　明　㈱神戸製鋼所）
平成 27 年度は、引き続き日本溶接材料工業会の適正な運営

及びコンプライアンスの遵守を基本方針に、業界を取り巻く
環境変化に対応した工業会活動や運営のあり方について議論
を進めております。
又、平成 27 年度から会計ソフトを導入すると共に、会計処

理や決算処理の確認を公認会計士に確認頂く様にし、会計処
理等の適正化を図っております。これに伴い、定款に基づき
今年度の修正予算を第 1回理事会で承認し、工業会ホームペー
ジにも掲載しました。
理事会では、27 年 6 月に「第 25 回海外調査団」を派遣しま

した。上海で開催された「中国北京エッセンフェア」視察に
加え、神戸製鋼所グループのコベルコ建機㈱の現地生産拠点
「成都神鋼建設機械有限公司」の見学を実施しました。

【統計委員会】
（委員長：高島　勝　日鐵住金溶接工業㈱）
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、｢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。

【ホームページ運営委員会】
（委員長：小澤康治　㈱ JKW）
ホームページ運営委員会では、工業会活動情報の発信と掲

載内容の充実に向けて活動を進めております。
統計委員会、技術調査委員会等の各種データ、資料を定期

的に会員・一般向けに発信しております。
今年度からは、決算書等を含めた開示資料コーナーを開設

しました。また、セキュリティ強化にも取り組んでいます。

【 技術調査委員会 】
（委員長：清水弘之　㈱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技術的課題

や内外の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。現在、溶接材料を巡る諸課題について整理を行って
おり、28 年度以降の中長期課題のとりまとめと委員会として
の対応について検討をはじめております。
また、平成 27 年度は、IIW（ヘルシンキ年次総会）への委

員派遣、ISO/TC44/SC3 国際会議の東京開催に対する（一社）
日本溶接協会溶接材料部会へ支援を行いました。
（ISO＝国際標準化機構、IIW＝国際溶接学会）
技術調査委員会では、溶接に関連する需要業界の動向につ

いて、毎年勉強会を企画しております。今年度は「日本造船
業の現状と課題」について、日本造船工業会から講師を招へ
いし勉強会を行いました。
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、技術面の支援を行っております。

【環境対応分科会】
（主査：澤口直哉　㈱神戸製鋼所）
環境対応分科会では、世界的な化学物質規制の強化に対応

するために、GHS や REACH規則といった国内外の規制につ
いて、情報収集及び意見交換を実施し、会員へ情報を発信し
ています。昨年は、会員共通の課題として、労働安全衛生法
の改正に伴う GHS 表示義務物質の拡大について、法規の要求
事項を確認し、工業会としての対応指針を策定しました。そ
の他にも、国内外の法規・規格の制改訂に併せ、業界標準の
安全データシート（SDS）のフォーマットを随時作成してい
ます。

写真1　理事会 写真2　海外派遣調査団

写真3　統計委員会

写真4　技術調査委員会 写真5　技術調査委員会勉強会

写真6　環境対応分科会

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～
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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～ 12月 26年 1～ 12月
前年同期比

27年1～12月 26年1～12月
前年同期比

増  減 ％ 増  減 ％

被覆アーク 
溶　 接　 棒

軟 鋼 用 22,936 25,627 ▲ 2,691 89.5 22,871 25,352 ▲ 2,481 90.2 
特 殊 鋼 用 9,164 10,441 ▲ 1,277 87.8 8,925 10,072 ▲ 1,147 88.6 
そ の 他 用 457 497 ▲ 40 92.0 461 505 ▲ 44 91.3 
小　　計 32,557 36,565 ▲ 4,008 89.0 32,257 35,929 ▲ 3,672 89.8 

サブマージ 
溶　 接　 用

ワ イ ヤ 14,407 18,421 ▲ 4,014 78.2 14,468 18,149 ▲ 3,681 79.7 
フ ラ ッ ク ス 19,378 22,505 ▲ 3,127 86.1 19,287 22,519 ▲ 3,232 85.6 
小　　計 33,785 40,926 ▲ 7,141 82.6 33,755 40,668 ▲ 6,913 83.0 

ガスシールド 
溶 接 用

ソリッドワイヤ 98,233 97,917 316 100.3 97,575 97,963 ▲ 388 99.6 
Ｔ Ｉ Ｇ ワ イ ヤ 2,446 2,602 ▲ 156 94.0 2,472 2,574 ▲ 102 96.0 
フラックス入りワイヤ 91,651 88,370 3,281 103.7 91,371 89,861 1,510 101.7 

小　　計 192,330 188,889 3,441 101.8 191,418 190,398 1,020 100.5 
そ　の　他 22 25 ▲ 3 88.0 21 25 ▲ 4 84.0 

合　　　　　　　　計 258,694 266,405 ▲ 7,711 97.1 257,451 267,020 ▲ 9,569 96.4 

［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1～12月 26年1～12月 27年1～12月 26年1～12月 27年1～12月 26年1～12月 27年1～12月 26年1～12月
前年同期比

増  減 ％
韓 国 501 539 691 595 916 835 2,108 1,969 139 107.1 
中 国 1,148 2,171 1,638 2,287 4,749 7,059 7,535 11,517 ▲ 3,982 65.4 
台 湾 101 133 1,080 726 337 320 1,518 1,179 339 128.8 
シンガポール 588 664 275 834 26 40 889 1,538 ▲ 649 57.8 
フ ィ リ ピ ン 53 48 3,648 3,355 507 510 4,208 3,913 295 107.5 
イ ン ド 349 62 677 395 310 68 1,336 525 811 254.5 
サウジアラビア 44 20 84 3 820 686 948 709 239 133.7 
ノ ル ウ ェ ー 4 10 1,740 3,601 0 0 1,744 3,611 ▲ 1,867 48.3 
スウェーデン 0 0 32 87 0 0 32 87 ▲ 55 36.8 
オ ラ ン ダ 48 62 41 8 0 0 89 70 19 127.1 
ル ー マ ニ ア 0 0 137 411 0 0 137 411 ▲ 274 33.3 
ロ シ ア 5,496 6,586 23 23 0 0 5,519 6,609 ▲ 1,090 83.5 
ア メ リ カ 12 41 4,867 4,403 112 94 4,991 4,538 453 110.0 
そ の 他 608 742 1,583 2,144 130 44 2,321 2,930 ▲ 609 79.2 
合　　計 8,952 11,078 16,516 18,872 7,907 9,656 33,375 39,606 ▲ 6,231 84.3 

［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1～11月 26年1～11月 27年1～11月 26年1～11月 27年1～11月 26年1～11月 27年1～11月 26年1～11月
前年同期比

増  減 ％
韓 国 782 860 15,976 17,063 28,744 37,999 45,502 55,922 ▲ 10,420 81.4
中 国 559 570 4,317 3,726 2,013 3,747 6,889 8,043 ▲ 1,154 85.7
台 湾 182 194 450 414 4,506 5,404 5,138 6,012 ▲ 874 85.5
タ イ 0 1 0 19 4,329 4,551 4,329 4,571 ▲ 242 94.7
マ レ ー シ ア 0 40 43 20 12 60 55 5 109.1
オ ラ ン ダ 9 8 0 1 0 9 9 0 100.0
ベ ル ギ ー 1 33 19 1 33 21 12 157.1
ド イ ツ 13 44 12 8 26 25 51 77 ▲ 26 66.2
イ タ リ ア 0 1 1 21 35 22 36 ▲ 14 61.1
ポ ル ト ガ ル 0 0 0 0 0 0 0 0.0
チ ェ コ 22 0 20 30 43 30 85 ▲ 55 35.3
ア メ リ カ 29 31 118 186 27 51 174 268 ▲ 94 64.9
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
そ の 他 16 11 2,267 994 1,172 901 3,455 1,906 1,549 181.3
合　　計 1,590 1,742 23,214 22,494 40,888 52,769 65,692 77,005 ▲ 11,313 85.3

[ 財務省：日本貿易統計 ]


