
｢2012 年木材輸入実績｣正誤表（訂正箇所に下線） 

 

正 誤 

1．木材輸入額 

 

 

1．木材輸入額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,549 (11,967) 96% (95%)

 中　国 1,465 (1,836) 98% (98%)

マレーシア 1,067 (1,337) 91% (91%)

カナダ 997 (1,249) 95% (95%)

インドネシア 811 (1,016) 98% (98%)

米　国 677 (848) 100% (100%)

オーストラリア 605 (759) 93% (93%)

チ　リ 574 (719) 99% (99%)

フィリピン 565 (708) 113% (113%)

ロシア 384 (481) 85% (85%)

ニュージーランド 375 (469) 100% (100%)

706,886 (885,933) 104% (104%)

占める木材輸入額の割合

円相場（対ドル） 79.79円／ドル

1.35%

世界計

我が国の総輸入額

我が国の総輸入額に

　　　　　　　　　年

2012年
前年比（％）

国名

9,549 (11,967) 96% (95%)

 中　国 1,465 (1,836) 98% (98%)

マレーシア 1,067 (1,337) 91% (91%)

カナダ 995 (1,246) 95% (95%)

インドネシア 811 (1,016) 98% (98%)

米　国 679 (851) 100% (100%)

オーストラリア 603 (756) 93% (93%)

チ　リ 566 (710) 98% (98%)

フィリピン 565 (708) 113% (113%)

ロシア 384 (481) 85% (85%)

ニュージーランド 375 (470) 100% (100%)

706,886 (885,934) 104% (104%)

占める木材輸入額の割合

円相場（対ドル） 79.79円／ドル

1.35%

世界計

我が国の総輸入額

我が国の総輸入額に

　　　　　　　　　年

2012年
前年比（％）

国名



 

正 誤 

２．丸太・製材の輸入 

2012年の我が国の丸太の輸入は前年よりや

や減少し、451 万 m3（前年比 97％）、820 億

円（前年比 93％） 

 

 

２．丸太・製材の輸入 

2012年の我が国の丸太の輸入は前年よりや

や減少し、451 万 m3（前年比 97％）、822 億

円（前年比 93％） 

 

 

 

 

2012 前年
比 2012 前年比

(750) (102%) (1,024) (101%)

598 (102%) 817 101%

(458) (106%) (216) (101%)

366 (106%) 172 101%

(291) (96%) (809) (101%)

233 (96%) 645 101%

(103) (61%) (113) (109%)

83 (61%) 90 109%

(0) (38%) (24) (113%)

0 (38%) 19 113%

(82) (62%) (83) (112%)

65 (62%) 66 112%

(17) (53%) (1) (55%)

13 (53%) 1 55%

(56) (73%) (328) (86%)

45 (73%) 262 86%

(96) (94%) (28) (79%)

77 (94%) 22 79%

- (90) (83%)

- - 72 83%

(9) (62%) (799) (87%)

7 (62%) 638 87%

- (234) (84%)

- - 186 84%

(0) (6%) (231) (91%)

0 (6%) 184 91%

(3) (79%) (4) (147%)

3 (79%) 3 147%

(2) (88%) (103) (90%)

1 (88%) 82 90%

(8) (171%) (39) (92%)

7 (171%) 31 92%

(1,028) (93%) (2,527) (93%)

820 (93%) 2,016 93%
合　計

ﾊ ﾟ ﾌ ﾟ ｱ

ﾆｭｰｷ ﾞ ﾆｱ

北洋材

ニュージー

ランドﾞ材

チリ材

欧州材

スウェーデン

フィンランド

アフリカ材

中　国

その他

マレーシア

年 丸　太

米　材

米 国

カ ナ ダ

南洋材

インド
ネシア

製　材

材種
国名

金額 金額

2012 前年比 2012 前年比

(752) (102%) (1,024) (101%)

600 (102%) 817 101%

(461) (106%) (216) (101%)

368 (106%) 172 101%

(291) (96%) (809) (101%)

233 (96%) 645 101%

(103) (61%) (113) (109%)

83 (61%) 90 109%

(0) (38%) (24) (113%)

0 (38%) 19 113%

(82) (62%) (83) (112%)

65 (62%) 66 112%

(17) (53%) (1) (55%)

13 (53%) 1 55%

(56) (73%) (328) (86%)

45 (73%) 261 86%

(96) (94%) (28) (79%)

77 (94%) 22 79%

- (90) (83%)

- - 72 83%

(9) (62%) (799) (87%)

7 (62%) 638 87%

- (234) (84%)

- - 186 84%

(0) (6%) (231) (91%)

0 (6%) 184 91%

(3) (79%) (4) (147%)

3 (79%) 3 147%

(2) (88%) (103) (90%)

1 (88%) 82 90%

(8) (171%) (39) (92%)

7 (171%) 31 92%

(1,030) (93%) (2,527) (93%)

822 (93%) 2,016 93%

製　材

材種
国名

金額 金額

マレーシア

年 丸　太

米　材

米 国

カ ナ ダ

南洋材

インド
ネシア

合　計

ﾊ ﾟ ﾌ ﾟ ｱ

ﾆｭｰｷ ﾞ ﾆｱ

北洋材

ニュージー

ランドﾞ材

チリ材

欧州材

スウェーデン

フィンランド

アフリカ材

中　国

その他



 

正 誤 

３．合板の輸入 

 

 

４．木材チップの輸入 

2012 年の木材チップの輸入は 1,114 万トン（前

年比 94％）、2,022 億円（前年比 95％）と、数

量、金額（円ベース）とも前年から減少した。 

 

３．合板の輸入 

 

 

４．木材チップの輸入 

2012 年の木材チップの輸入は 1,113 万トン（前

年比 94％）、2,009 億円（前年比 95％）と、数

量、金額（円ベース）とも前年から減少した。 

 

 

 

 

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

[100] (1,416) [100] (1,997) [100] (1,784) (89%)

2,654 1,242 3,103 1,593 2,960 1,424 95% 89%

[54] (726) [48] (962) [52] (867) (90%)

1,433 637 1,503 767 1,551 691 103% 90%

[32] (507) [32] (716) [32] (668) (93%)

846 445 998 571 947 533 95% 93%

[10] (113) [12] (182) [11] (158) (87%)

264 99 375 145 311 126 83% 87%

[1] (21) [2] (36) [2] (32) (88%)

36 19 55 29 48 26 88% 88%

[1] (14) [1] (22) [1] (18) (85%)

21 13 30 17 26 15 86% 85%

[2] (34) [5] (79) [3] (41) (52%)

54 30 141 63 77 33 54% 52%

年 2010年 2011年 前年比（％）2012年

国名

総輸入量

マレーシア

インドネシア

中　国

ニュージーランド

その他

フィリピン

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

[100] (2,500) [100] (2,658) [100] (2,534) (95%)

12,118 2,194 11,787 2,120 11,136 2,022 94% 95%

[36] (978) [27] (802) [27] (741) (92%)

4,323 858 3,146 639 2,973 591 94% 92%

[20] (504) [22] (605) [23] (620) (102%)

2,378 443 2,580 483 2,594 495 101% 102%

[9] (179) [14] (297) [14] (300) (101%)

1,064 157 1,648 237 1,578 239 96% 101%

[12] (300) [11] (301) [10] (253) (84%)

1,468 264 1,326 240 1,083 202 82% 84%

[5] (118) [5] (133) [6] (155) (117%)

556 104 576 106 651 124 113% 117%

[19] (420) [21] (520) [20] (465) (89%)

2,330 369 2,512 415 2,257 371 90% 89%

国名

総輸入量

オーストラリア

チ　リ

ベトナム

南アフリカ共和国

ブラジル

その他

年 2010年 2011年 2012年
前年比（％）

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

[100] (1,416) [100] (1,997) [100] (1,784) (89%)

2,654 1,242 3,103 1,593 2,960 1,424 95% 89%

[54] (726) [48] (962) [52] (867) (90%)

1,433 637 1,503 767 1,551 691 103% 90%

[32] (507) [32] (716) [32] (668) (93%)

846 445 998 571 947 533 95% 93%

[10] (113) [12] (182) [11] (158) (87%)

264 99 375 145 311 126 83% 87%

[1] (21) [2] (36) [2] (32) (89%)

36 19 55 29 48 26 87% 88%

[0] (2) [2] (28) [1] (18) (66%)

21 13 30 17 26 15 86% 85%

[1] (46) [4] (72) [3] (41) (57%)

54 30 141 63 77 33 54% 52%

年 2010年 2011年 前年比（％）2012年

国名

総輸入量

マレーシア

インドネシア

中　国

ニュージーランド

その他

フィリピン

数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額 数　量 金　額

[100] (2,500) [100] (2,658) [100] (2,518) (95%)

12,118 2,194 11,787 2,120 11,134 2,009 94% 95%

[36] (978) [27] (802) [27] (738) (92%)

4,323 858 3,146 639 2,973 589 94% 92%

[20] (504) [22] (605) [23] (611) (101%)

2,378 443 2,580 483 2,591 487 100% 101%

[9] (179) [14] (297) [14] (298) (100%)

1,064 157 1,648 237 1,578 238 96% 100%

[12] (300) [11] (301) [10] (253) (84%)

1,468 264 1,326 240 1,083 202 82% 84%

[5] (118) [5] (133) [6] (154) (116%)

556 104 576 106 651 123 113% 116%

[19] (420) [21] (520) [20] (465) (89%)

2,330 369 2,512 415 2,257 371 90% 89%

国名

総輸入量

オーストラリア

チ　リ

ベトナム

南アフリカ共和国

ブラジル

その他

年 2010年 2011年 2012年
前年比（％）


