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I. 組織・会員・運営 

1. 組  織 

平成 29 年度一般社団法人日本アルミニウム協会の組織は下図の通りである。（平成 30 年 3 月 31 日

現在） 
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（注）　受託事業に対応する組織は随時設置
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２．会    員 

 

2.1 会員総数 

平成 30 年 3 月 31 日現在の会員数：135 会員（128 社・7 団体） 

  

2.2  会員の異動 

 
入  会 平成 29 年 4 月 (株)ダイクレ 

 平成 29 年 6 月 なごみのくに(株) 
 平成 29 年 6 月 (一社)軽金属製品協会 
 平成 29 年 6 月 (一社)軽金属溶接協会 

退  会 平成 29 年 7 月 アイシン精機(株) 
 平成 29 年 3 月 日本ドライケミカル株式会社 
社名変更 平成 29 年 4 月 三菱樹脂㈱→三菱ケミカル（株） 
 平成 29 年 5 月 天野アルミニウム（株）→AAG エンジニアリング（株） 
 平成 29 年 10 月 サパ・プロファイル・ジャパン(株)→グレンゲス・ジャパン(株) 
 平成 29 年 11 月 日本エクステリア工業会→（一社）日本エクステリア工業会 

 
３．役    員 

 

3.1 平成 29 年度役員 

平成 29 年 5 月 26 日開催の第 258 回理事会と、同時開催の第 37 回定時総会において、役員

が選任され、平成 29 年度の会長、副会長が選任された。 

 

平成 29 年度会長・副会長 

会長   岡田 満 理事(株式会社ＵＡＣＪ 代表取締役社長兼社長執行役員) 

副会長  岡本 一郎 理事（日本軽金属ホールディングス株式会社 代表取締役社長） 

副会長  工藤 元 理事(立花金属工業株式会社 取締役社長) 

 

3.2  平成 29 年度役員の異動 

(1) 辞任・退任（敬称略） 

辞任届（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事辞任 福田 慎二 （住友商事株式会社 軽金属事業部長） 

辞任届（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事辞任 近藤 秀樹 （豊田通商株式会社 常務執行役員） 

辞任届（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事辞任 岡野 直樹 （不二サッシ株式会社 取締役 執行役員 生産本部長） 

辞任届（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 
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理事辞任 中川 英樹 （三菱商事 RtM ジャパン株式会社 代表取締役副社長） 

辞任届（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事辞任 井植 敏雄 （株式会社 LIXIL 取締役副社長 LHT CEO） 

辞任届（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事辞任 堀 秀充 （YKK AP 株式会社 代表取締役社長） 

辞任届（平成 29 年 9 月 22 日）書面決議による 

理事辞任 浜村 承三 （日軽エムシーアルミ株式会社 代表取締役社長） 

辞任届（平成 29 年 9 月 22 日）書面決議による 

理事辞任 前田 富夫 （理研軽金属工業株式会社 顧問） 

辞任届（平成 29 年 9 月 22 日）書面決議による 

理事辞任 赤尾 由美 （アカオアルミ株式会社 代表取締役） 

辞任届（平成 29 年 9 月 30 日）書面決議による 

理事辞任 村山 拓己 （一般社団法人日本アルミニウム協会 事務局長） 

 

(２)就 任（敬称略） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 福島 浩二 （住友商事株式会社 軽金属事業部長） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 中島 滋 （豊田通商株式会社 金属トレーディング部部長） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 新野 伸宏 （不二サッシ株式会社 執行役員 生産本部長） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 亀井 国偉 （三菱商事 RtM ジャパン株式会社 執行役員 ベースメタル・アル

ミ本部長） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 吉田 聡 （株式会社 LIXIL 専務役員） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 岩渕 公祐 （YKK AP 株式会社 取締役副社長） 

定時総会（平成 29 年 5 月 26 日）決議による 

理事就任 大瀧 光弘 （一般社団法人日本アルミニウム協会 事務局次長） 

臨時総会（平成 29 年 9 月 22 日）書面決議による 

理事就任 朝久野 修一 （日軽エムシーアルミ株式会社 代表取締役社長） 

臨時総会（平成 29 年 9 月 22 日）書面決議による 

理事就任 入山 豊 （理研軽金属工業株式会社 代表取締役社長） 
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臨時総会（平成 29 年 9 月 22 日）書面決議による 

理事就任 安藤 清志 （アカオアルミ株式会社 代表取締役社長） 

臨時総会（平成 29 年 10 月 1 日）書面決議による 

理事就任 小貫 健 （一般社団法人日本アルミニウム協会 事務局次長） 

臨時総会（平成 29 年 11 月 15 日）書面決議による 

理事就任 田端 祥久  

 

４．会    議 

4.1 通常総会の開催 

平成 29 年 5 月 26 日（金）に品川プリンスホテルにおいて第 37 回定時総会を開催し、次の議

案を審議した結果、すべての議案が承認された。 

1. 平成 28 年度事業報告 

2. 平成 28 年度決算報告 

3. 平成 29・30 年度 理事・幹事の選任 

 

4.2 臨時総会での決議 

平成 29 年 8 月 29 日および平成 29 年 10 月 30 日に、岡田満会長が会員の全員に対して、以下

の議案について提案書を発した。当該提案について、それぞれの期限までに会員の全員から異

議のない旨の意思表示を得たので、定款第 29 条および一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律第 58 条第 1 項の規定に基づき、当該提案を承認可決する旨の臨時総会の決議があった

ものとみなされた。 

1. 理事の選任 

4.3  理事会の開催 

平成 29 年度は理事会を 7 回（第 257 回～263 回）開催し（書面又は電磁的記録による決議を

含む）、協会の運営、事業等について審議、報告がおこなわれた。主な事項は次の通りである。 

 

○ 第 257 回理事会（平成 29 年 4 月 28 日（金）） 

＜審議事項＞   

  1. 平成 28 年度事業報告（案） 

2. 平成 28 年度決算（案） 

3. 平成 29 年度会長・副会長候補（案） 

4. 日本アルミニウム協会 功労賞授与の件 

＜報告事項＞ 

 1. 理事・会員の異動 
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  2. 2017 年 3 月、2016 年度（4～3 月）のｱﾙﾐﾆｳﾑ圧延品の生産・出荷動向 

  3. IAI 専務理事会合等への出席報告 

    4. 第 4 回高機能金属展（東京）出展報告 

    5. 平成 29 年度「アルミニウム・夏の学校」実施要領 

    6. 平成 29 年度「アルミニウム産業中核人材育成講座」開講案内 

 

○ 第 258 回理事会（平成 29 年 5 月 26 日（金）） 

＜審議事項＞     

1. 平成 29 年度会長・副会長・専務理事の選任 

2. 新入会員(案) 

＜報告事項＞ 

1. 会員の異動 

2. 平成 29 度主要会議日程 

 

○ 第 259 回理事会（みなし決議による、平成 29 年 5 月 25 日（木）） 

＜審議事項＞   

１.情報管理センター基金使用 

 

○ 第 260 回理事会（みなし決議による、平成 29 年 8 月 25 日（金）） 

＜審議事項＞   

１．臨時総会（書面）開催の件（役員の選任） 

 

○ 第 261 回理事会（みなし決議による、平成 29 年 10 月 16 日（月）） 

＜審議事項＞   

1. 臨時総会(書面)開催の件(役員の選任)  

2. 事務局長選任の件                                        
 ＜報告事項＞ 

  1. 理事・会員の異動 

  2.  2017 中国アルミ圧延品フォーラム報告 

  3.  2017 中国アルミフォーラム開催案内 

  4.  2017 年 8 月のアルミニウム圧延品の生産・出荷動向 

  5.  平成 29 年度「アルミニウム・夏の学校」開催報告 

    6.  世界専務理事会議報告 

  7.  米国アルミニウム協会専務理事の来所報告 

  8.  第 56 回「アルミニウム技術研修会」開催案内 

  9. 会長・副会長記者会見および記者懇談会開催案内 
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  10. 平成 29 年度「日本アルミニウム協会賞（開発賞・技術賞）」公募 

  11. 配布：第 7 回「アルミと未来」絵画コンクールポスター等 

  12. 配布：「アルミニウム」2017 年秋号 

  13. 配布：「アルミエージ」No.186 

 

○ 第 262 回理事会（みなし決議による、平成 29 年 11 月 30 日（木）） 

＜審議事項＞   

１．代表理事の選任の件 

 

○ 第 263 回理事会（平成 30 年 3 月 29 日（木）） 

＜審議事項＞                                            

1. 新入会員（案） 

2. 平成 30 年度事業計画案および収支予算案 

3. 平成 30 年度会費案  

4. 2018 年度アルミ圧延品ならびにアルミ製品の需要見通し 

5. 品質保証に関するガイドラインの策定について 

6. 平成 29 年度労働安全優良事業場の推薦 

7. 平成 29 年度「日本アルミニウム協会賞」の選考 

8. 平成 30 年度「アルミニウム研究助成事業」課題選考 

  

＜報告事項＞ 

 1. 米国通商拡大法 232 条に基づく貿易制限措置に対する協会声明 

2. 2018 年 2 月のアルミニウム圧延品の生産・出荷動向 

3. 「平成 29 年度アルミニウム研究助成事業」成果報告会 

4. 第 7 回「アルミと未来」絵画コンクール報告 

配布：｢アルミエージ｣No.187 

配布：GlobAL 2･3 月号 
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II. 事 業 活 動 

1. アルミニウムの需給に関する事業 

 

1.1  アルミニウム圧延品（板類・押出類・はく）に関する統計の作成 

次の月次統計を作成して、会員等に提供した。 

(1)アルミニウム圧延品の生産・出荷動向 

(2)アルミニウム圧延品需要部門別特殊分類出荷実績 

(3)アルミニウム圧延品統計月報 

 

1.2  アルミニウム製品等に関する統計の作成 

アルミニウム粉、アルミナ（水酸化アルミニウムを含む）の自主統計調査の取りまとめ並びに

アルミホイール統計の集計業務をおこなった。また、他機関等の統計（アルミニウム鋳造品、

同ダイカスト、アルミニウムサッシ、アルミニウム需給等）を収集・整理して、アルミニウム

統計表（年 4 回）、アルミニウム統計月報を作成し、会員等に提供すると共にホームページに

掲載した。なお、アルミナ統計は国内生産会社の減少により集計が困難となったため、本年 12

月をもって調査を終了した。 

 

1.3  アルミニウム統計年報の作成 

各種統計を取りまとめて「アルミニウム統計年報（2016 年度版）」を作成、広く配布した。 

 

1.4 2018 年度(平成 30 年度)「アルミニウム圧延品」需要見通しの策定 

2018 年度(平成 30 年度)「アルミニウム圧延品」の需要見通しを策定し、平成 30 年 3 月開催の

第 263 回理事会の承認を得て公表した。需要見通しは次の通り。 

2018 年度「アルミニウム圧延品」需要見通し 

                                          一般社団法人 日本アルミニウム協会 

① 需要見通し総括 

 （単位：千トン） 
 2016 年度実績 

(平成 28 年度) 
2017 年度見込 
(平成 29 年度) 

対前年度比増減

(％） 
2018 年度見通し 
（平成 30 年度） 

対前年度比増減

(％) 
板  類 
押出類 

１，２６５ 
７７９ 

１，２６６ 
７８９ 

＋０．１ 
＋１．３ 

１，２６１ 
      ７９２ 

▲０．４ 
＋０．４ 

合 計 ２，０４４ ２，０５５ ＋０．６ ２，０５４ ▲０．１ 
 箔     １１４ １１６     ＋１．３     １１８ ＋２．２ 

 ＊四捨五入のため、合計値が合わない箇所あり   
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  １．2017 年度見込                              

圧延品全体 ： 2,055 千㌧の見込み（2016 年度比＋0.6％、過去最高比▲18.7％。過去最高は、 

1996 年度の 2,529 千㌧） ＊2,000 千㌧超えは 4 年連続 

（板類）： 2016 年度比＋0.1% 

・缶材―低アルコール飲料は好調も、ビール系飲料の減少により▲1.6%（ボトル缶は前年

並を見込む） 

・自動車材―乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調により＋6.8% 

・輸出―海外拠点向けの母材減少等により▲3.6% 

（押出類）： 2016 年度比＋1.3% 

・自動車材―乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調により＋5.1% 

・建設向け―東京オリンピック・パラリンピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増は

あるも、天候不順による建設工事の停滞や新設住宅着工戸数の落ち込みに 

より▲0.6% 

（箔）： 2016 度比＋1.3％ 

・食料品向け―年間を通じて需要は安定的に推移し＋0.2% 

・電気機器向け―コンデンサ向けは春先は在庫調整により需要減も、後半は堅調に推移。 

リチウムイオン電池向けが過半を占める「その他の電気機器」の需要は 

年間を通じて好調で過去最高となる見込み。電気機器向け全体としては 

＋5.5% 

２．2018 年度見通し  

圧延品全体 ： 2,054 千㌧と予測（2017 年度見込比▲0.1％） 

（板類）： 2017 年度比▲0.4％ 

・缶材―低アルコール飲料は好調も、ビール系飲料の減少により▲0.6％（ボトル缶は前

年並と予測） 

・自動車材―国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、乗用車へのアルミ需要増に 

より＋1.3% 

・輸出―需要としては前年並を予測（▲0.0％） 

（押出類）： 2017 年度比＋0.4％ 

・自動車材―国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、乗用車へのアルミ需要増に

より＋0.1% 

・建設向け―新設住宅着工戸数はマイナスが予想されるも、東京オリンピック・パラリン 

ピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増により＋0.4% 

 

（箔）： 2017 年度比＋2.2％ 

・食料品向け―前年と同様の傾向が継続し▲0.9％ 
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・電気機器向け―EV 市場の拡大に伴い、コンデンサ向け、リチウムイオン電池向けが 

過半を占める「その他の電気機器」の需要は堅調に推移し、電気機器向 

け全体としては＋6.1% 

 

 

② 主要部門別補足説明 
１．板 類  

＜食料品部門＞  【板類全体での構成比：35.7%】 
2017 年度 

     （▲1.6%） 
 

2016 年度比▲1.6%の見込み 
○缶材―▲1.6% 
・低アルコール飲料（チューハイ、サワー、カクテル等）の好調 
・ビール系飲料の減少 
・ボトル缶は前年並 

2018 年度 
（▲0.7％） 

2017 年度比▲0.7％と予測 
○缶材―▲0.6％ 
・低アルコール飲料の好調 
・ビール系飲料の減少 
・ボトル缶は前年並 

 注 1）：左欄の（  ％）は前年度比。以下同様 注 2）：構成比は 2016 年度実績をもとに算出   

 

＜金属製品部門＞  【板類全体での構成比：15.3%】 
2017 年度 

（▲2.9%） 
2016 年度比▲2.9%の見込み 
○箔地―＋0.0%（詳細は 3 項に記述） 
○印刷版―▲5.9％ 
・書籍・新聞等のデジタル化による需要減 

2018 年度 
（＋2.2%） 

2017 年度比＋2.2%と予測 
○箔地―＋3.4%（詳細は 3 項に記述） 
○印刷版―▲1.0％ 
・前年と同様の傾向は継続するも、印刷版の輸出の増加によりマイナス幅は 

縮小 
 

＜電気機械部門＞  【板類全体での構成比：5.9%】 
2017 年度 

（＋2.2%） 
2016 年度比＋2.2%の見込み 
○エアコン用フィン材―▲2.0% 
・春先の好天によりエアコンは販売増となるも、夏場の天候不順により販売に

ブレーキがかかり、年間ではマイナス 
○電子機器―＋1.0% 

2018 年度 
（＋0.9%） 

2017 年度比＋0.9%と予測 
○エアコン用フィン材―▲0.2% 
・エアコン生産台数は前年並と見込み、フィン材もほぼ横這い 
○電子機器―▲0.1% 

 

＜輸送用機械部門＞【板類全体での構成比：16.3%】 
2017 年度 

（＋1.1%） 
2016 年度比＋1.1%の見込み 
○自動車材―＋6.8％ 
・乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調 
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○船・鉄道・航空他―▲19.4% 
2018 年度 

（▲6.6%） 
2017 年度比▲6.6%と予測 
○自動車材―＋1.3％ 
・国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、乗用車へのアルミ需要増 
○船・鉄道・航空他―▲44.3% 

  

＜輸出部門＞      【板類全体での構成比：16.0%】 
2017 年度 

（▲3.6%） 
2016 年度比▲3.6%の見込み 
・海外拠点向けの母材減少等によりマイナス 

2018 年度 
（▲0.0％） 

2017 年度比▲0.0％と予測 
・需要としては前年並を予測 

 

 

２．押出類  

＜輸送用機械部門＞【押出類全体での構成比：20.1%】 
2017 年度 

（＋5.1％） 
2016 年度比＋5.1％の見込み 
○自動車材―＋5.1％ 
・乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調 

2018 年度 
（＋0.1％） 

2017 年度比＋0.1％と予測 
○自動車材―＋0.1％ 
・国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、乗用車へのアルミ需要増 

 

＜建設部門＞      【押出類全体での構成比：60.7%】 
2017 年度 

（▲0.6%） 
2016 年度比▲0.6%の見込み 
・東京オリンピック・パラリンピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増 

はあるも、天候不順による建設工事の停滞や新設住宅着工戸数の落ち込みに

より微減（日本サッシ協会による 2017 年度の新設住宅着工戸数見込：95.4
万戸、対前年度同期比：▲2.1％）。 

2018 年度 
（＋0.4%） 

2017 年度比＋0.4%と予測 
・新設住宅着工戸数はマイナスが予想されるも、東京オリンピック・パラリ 

ンピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増により微増（日本サッシ協会 
による 2018 年度の新設住宅着工戸数予測：94.8 万戸、対前年度見込同期比： 
▲0.7％） 

 

 

３．箔  

＜食料品部門＞  【箔全体での構成比：26.5%】 
2017 年度 

（＋0.2％） 
2016 年度比＋0.2％の見込み 
・年間を通じて需要は安定的に推移 

2018 年度 
（▲0.9％） 

2017 年度比▲0.9％と予測 
・前年と同様の傾向が継続 

 

＜化学部門＞    【箔全体での構成比：8.5%】 
2017 年度 

（▲0.1％） 
2016 年度比▲0.1％の見込み 
・ジェネリック医薬品向けの需要はあるものの、ジェネリック化の伸びは 

鈍化 
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2018 年度 
（＋0.1％） 

2017 年度比＋0.1％と予測 
・前年と同様の傾向が継続 

 

＜電気機器部門＞【箔全体での構成比：45.8%】 
2017 年度 

（＋5.5％） 
2016 年度比＋5.5％の見込み 
○コンデンサ―＋0.9％ 
・春先に在庫調整による需要減はあったものの、後半は堅調に推移 
○その他電気機器―＋12.9％ 
・過半がリチウムイオン電池向け（モバイル機器用及び車載用）。リチウム 

イオン電池向けの需要は年間を通じて堅調に推移し、過去最高となる見込 
み 

2018 年度 
（+6.1％） 

2017 年度比＋6.1％と予測 
○コンデンサ―＋1.9% 
・EV 市場の拡大に伴う自動車関連需要増 
○その他電気機器―＋12.0％ 
・EV 市場の拡大に伴うリチウムイオン電池の需要増 

                      

③主要部門別出荷数量                             

  

板類            

   2016 年度 2017 年度 2018 年度 増  減  率 
   （実績） （見込） (見通し) 17/16 18/17 
  缶材 434,579 427,500 425,000 -1.6 -0.6 
食料品 その他 16,437 16,091 15,590 -2.1 -3.1 
  小計 451,016 443,591 440,590 -1.6 -0.7 
化学  1,166 936 950 -19.7 1.5 
  はく用 123,047 123,097 127,250 0.0 3.4 
金属製品 その他金属 70,508 64,833 64,895 -8.0 0.1 
  小計 193,555 187,930 192,145 -2.9 2.2 
  民生用 42,845 42,220 42,200 -1.5 -0.0 
電気機械 その他電気 31,804 34,087 34,800 7.2 2.1 
  小計 74,649 76,307 77,000 2.2 0.9 

輸送用機械 

自動車(乗用車) 61,047 67,000 70,000 9.8 4.5 
自動車(熱交換器) 83,933 87,512 87,700 4.3 0.2 
自動車(その他) 16,889 18,306 17,300 8.4 -5.5 

 自動車 計 161,869 172,818 175,000 6.8 1.3 
 鉄道船航空 44,762 36,064 20,100 -19.4 -44.3 
  小計 206,631 208,882 195,100 1.1 -6.6 
精密機械   605 371 330 -38.7 -11.1 
一般機械   22,153 30,129 32,100 36.0 6.5 
  サッシドア 4,084 4,278 4,225 4.8 -1.2 
建設 内外装 他 33,387 34,580 35,800 3.6 3.5 
  小計 37,471 38,858 40,025 3.7 3.0 
その他   75,028 84,052 88,060 12.0 4.8 
国内出荷計   1,062,274 1,071,056 1,066,300 0.8 -0.4 
輸出   202,426 195,060 195,000 -3.6 -0.0 
合計   1,264,700 1,266,116 1,261,300 0.1 -0.4 
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押出類     
    2016 年度 2017 年度 2018 年度 増  減  率 
    （実績） （見込） （見通し） 17/16 18/17 
  缶材 0 0 0 - - 
食料品 その他 714 674 700 -5.6 3.9 
  小計 714 674 700 -5.6 3.9 
化学  377 392 500 4.0 27.6 

金属製品 
はく用 0 0 0 - - 
その他金属 20,112 19,858 20,200 -1.3 1.7 
小計 20,112 19,858 20,200 -1.3 1.7 

  民生用 6,480 6,993 7,200 7.9 3.0 
電気機械 その他電気 15,009 15,371 15,650 2.4 1.8 
  小計 21,489 22,364 22,850 4.1 2.2 

輸送用機械 

自動車(乗用車) 69,883 74,000 76,000 5.9 2.7 
自動車(熱交換器) 35,654 35,940 35,900 0.8 -0.1 
自動車(その他) 34,140 36,868 35,040 8.0 -5.0 
自動車 計 139,677 146,808 146,940 5.1 0.1 
鉄道船航空 16,575 17,476 17,530 5.4 0.3 
小計 156,252 164,284 164,470 5.1 0.1 

精密機械   10,062 11,373 11,450 13.0 0.7 
一般機械   40,132 44,834 45,200 11.7 0.8 
  サッシドア 309,185 306,506 307,000 -0.9 0.2 
建設 内外装 他 154,552 154,277 155,500 -0.2 0.8 
  小計 463,737 460,783 462,500 -0.6 0.4 
その他   56,461 55,897 55,630 -1.0 -0.5 
国内出荷計   769,336 780,459 783,500 1.4 0.4 
輸出   9,863 8,793 8,800 -10.8 0.1 
合計   779,199 789,252 792,300 1.3 0.4 

 

圧延品計（板類＋押出類） 
   2016 年度 2017 年度 2018 年度 増  減  率 
   （実績） （見込） (見通し) 17/16 18/17 
  缶材 434,579 427,500 425,000 -1.6 -0.6 
食料品 その他 17,151 16,765 16,290 -2.3 -2.8 
  小計 451,730 444,265 441,290 -1.7 -0.7 
化学  1,543 1,328 1,450 -13.9 9.2 
  
金属製品 

はく用 123,047 123,097 127,250 0.0 3.4 
その他金属 90,620 84,691 85,095 -6.5 0.5 

  小計 213,667 207,788 212,345 -2.8 2.2 
  
電気機械 
  

民生用 49,325 49,213 49,400 -0.2 0.4 
その他電気 46,813 49,458 50,450 5.7 2.0 
小計 96,138 98,671 99,850 2.6 1.2 

輸送用機械 

自動車(乗用車) 130,930 141,000 146,000 7.7 3.5 
自動車(熱交換器) 119,587 123,452 123,600 3.2 0.1 
自動車(その他) 51,029 55,174 52,340 8.1 -5.1 
自動車 計 301,546 319,626 321,940 6.0 0.7 

 鉄道船航空 61,337 53,540 37,630 -12.7 -29.7 

 
小計 362,883 373,166 359,570 2.8 -3.6 

精密機械   10,667 11,744 11,780 10.1 0.3 
一般機械   62,285 74,963 77,300 20.4 3.1 
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建設 

  

サッシドア 313,269 310,784 311,225 -0.8 0.1 
内外装 他 187,939 188,857 191,300 0.5 1.3 
小計 501,208 499,641 502,525 -0.3 0.6 

その他   131,489 139,949 143,690 6.4 2.7 
国内出荷計   1,831,610 1,851,515 1,849,800 1.1 -0.1 
輸出   212,289 203,853 203,800 -4.0 -0.0 
合計   2,043,899 2,055,368 2,053,600 0.6 -0.1 
箔           
   2016 年度 2017 年度 2018 年度 増  減  率 
   （実績） （見込） (見通し) 17/16 18/17 
食料品   30,208 30,276 30,000 0.2 -0.9 
たばこ   1,348 1,118 960 -17.1 -14.1 
化学   9,701 9,690 9,700 -0.1 0.1 
  家庭箔 2,935 1,847 1,730 -37.1 -6.3 
日用品 その他 2,133 2,042 1,820 -4.3 -10.9 
  小計 5,068 3,889 3,550 -23.3 -8.7 
その他金属   763 732 720 -4.1 -1.6 
  コンデンサ 32,115 32,388 33,000 0.9 1.9 
電気機器 その他電気 20,091 22,674 25,400 12.9 12.0 
  小計 52,206 55,062 58,400 5.5 6.1 
建設   2,337 2,335 2,400 -0.1 2.8 
その他   546 550 570 0.7 3.6 
国内出荷計   102,177 103,652 106,300 1.4 2.6 
輸出   11,835 11,891 11,800 0.5 -0.8 
合計   114,012 115,543 118,100 1.3 2.2 

 
1.5 2018 年度(平成 30 年度)「アルミニウム製品」総需要見通しの取りまとめ 

アルミニウム関係７団体（後記）で構成するアルミニウム調査会（事務局は当協会）は、アル

ミニウム製品の 2018 年度（平成 30 年度）総需要見通しを下記の通り取りまとめた。 

2018 年 3 月 29 日 

2018 年度「アルミニウム製品」総需要見通し 

アルミニウム調査会 

① 総需要見通し総括   
     （単位：千トン） 

 2016 年度実績 

(平成 28 年度) 

2017 年度見込 

(平成 29 年度) 

対前年度比

増減(％） 

2018 年度見通し 

（平成 30 年度） 

対前年度比

増減(％) 

合 計 ４，１５２  ４，２５６   ＋２．５  ４，２７５  ＋０．５ 

           

１．2017 年度見込 

アルミニウム製品総需要： 4,256 千㌧の見込み（2016 年度比＋2.5％、過去最高比▲4.5％。 

過去最高は、2006 年度の 4,457 千㌧）＊4,000 千㌧超えは 4 年 

連続 
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（圧延品）： 2016 年度比＋1.1％ 

・缶材―低アルコール飲料は好調も、ビール系飲料の減少により▲1.6%（ボトル缶は前年 

並を見込む） 

・自動車材―乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調により＋6.0％ 

・建設向け―東京オリンピック・パラリンピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増は 

あるも、天候不順による建設工事の停滞や新設住宅着工戸数の落ち込みに 

より▲0.3% 

（鋳造品）：2016 年度比＋4.9％ 

   ・国内自動車生産台数の増加に加え、輸出用自動車部品の需要が堅調 

（ダイカスト品）：2016 年度比＋5.6% 

・国内自動車生産台数の増加に加え、輸出用自動車部品の需要が堅調 

（輸入）：2016 年度比＋3.5％ 

 ・アルミ圧延品の輸入増 

（輸出）：2016 年度比▲3.4％ 

・海外拠点向けの母材減少等によりマイナス 

 

２．2018 年度見通し 

アルミニウム製品総需要： 4,275 千㌧と予測（2017 年度見込比＋0.5％） 

（圧延品）： 2017 年度比▲0.1％ 

・缶材―低アルコール飲料は好調も、ビール系飲料の減少により▲0.6％（ボトル缶は 

前年並と予測） 

・自動車材―国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、乗用車へのアルミ需要増に 

より＋0.7％ 

・建設向け―新設住宅着工戸数はマイナスが予想されるも、東京オリンピック・パラリン

ピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増により＋0.6% 

（鋳造品）：2017 年度比＋0.9％ 

 ・国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、輸出用自動車部品が増加 

（ダイカスト品）：2017 年度比＋0.4% 

・国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、輸出用自動車部品が増加 

（輸入）： 2017 年度比＋2.4％ 

・アルミ圧延品の輸入増が継続 

（輸出）： 2017 年度比 0.0％ 

・需要は前年並と予測 
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② 主要部門別補足説明 
 

＜圧延品＞   【アルミ製品全体の構成比：44.1%】 

2017 年度 

     （＋1.1％） 

 

2016 年度比＋1.1％の見込み（1,852 千㌧） 

○缶材―▲1.6% 

・低アルコール飲料は好調も、ビール系飲料の減少（ボトル缶は前年並） 

○自動車材―＋6.0％ 

・乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調 

○建材―▲0.3％ 

・東京オリンピック・パラリンピックに向けた都市開発の整備に伴う需要増はある 

も、天候不順による建設工事の停滞や新設住宅着工戸数の落ち込みにより微減 

（日本サッシ協会による 2017 年度の新設住宅着工戸数見込み：95.4 万戸、対前年 

度同期比：▲2.1％）。 

2018 年度 

（▲0.1％） 

2017 年度比▲0.1％と予測（1,850 千㌧） 

○缶材―▲0.6％ 

・低アルコール飲料は好調も、ビール系飲料の減少（ボトル缶は前年並） 

○自動車材―＋0.7％ 

・国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、乗用車へのアルミ需要増 

○建材―＋0.6％ 

・新設住宅着工戸数はマイナスが予想されるも、東京オリンピック・パラリンピック 

に向けた都市開発の整備に伴う需要増により微増（日本サッシ協会による 2018 

年度の新設住宅着工戸数予測：94.8 万戸、対前年度見込同期比：▲0.7％） 

注 1）：左欄の（ ％）は前年度比。以下同様  注 2）：構成比は 2016 年度実績をもとに算出    

                                         

＜鋳造品＞   【アルミ製品全体の構成比：10.3%】 

2017 年度 

（＋4.9％） 

2016 年度比＋4.9％の見込み（449 千㌧） 

・鋳造品の 9 割以上が自動車向け。国内自動車生産台数の増加に加え、輸出用自動車 

部品の需要が堅調で、鋳造品もプラス 

2018 年度 

 （＋0.9％） 

2017 年度比＋0.9％と予測（453 千㌧） 

・国内自動車生産台数の前年割れが予想される中、輸出用自動車部品の増加により、 

鋳造品は微増 

 

＜ダイカスト品＞【アルミ製品全体の構成比：23.4 %】 

2017 年度 

（＋5.6％） 

2016 年度比＋5.6％の見込み（1,027 千㌧） 

・ダイカスト品の約 9 割が自動車向け。国内自動車生産台数の増加に加え、輸出用 

自動車部品の需要が堅調で、ダイカスト品もプラス 

2018 年度 

 （＋0.4％） 

2017 年度比＋0.4％と予測（1,031 千㌧） 

・国内自動車生産台数は前年割れが予想される中、輸出用自動車部品の増加により、 

ダイカスト品は微増 

 

＜電線＞        【アルミ製品全体の構成比：0.6%】 

2017 年度 

（▲5.3％） 

2016 年度比▲5.3％の見込み（25 千㌧） 

・電線需要の大半が電力向け。電力会社の配電系の設備投資が減少したことにより、

電線需要もマイナス 

2018 年度 

（+4.0％） 

2017 年度比＋4.0％と予測（26 千㌧） 

・電力会社の既設線路張り替え等設備更新需要が見込まれ、電線需要もプラス 
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＜鉄鋼（鉄鋼脱酸用アルミ）＞【アルミ製品全体の構成比：3.1%】 

2017 年度 

（＋0.1％） 

2016 年度比＋0.1％の見込み（129 千㌧） 

・2017 年度の粗鋼生産は 2016 年度並の水準が見込まれ、鉄鋼脱酸用アルミも前年度

並を見込む 

2018 年度 

  （＋0.8％） 

2017 年度比＋0.8％と予測（130 千㌧） 

・2018 年度の粗鋼生産は 2017 年度をやや上回る見通しとされており、鉄鋼脱酸用 

アルミも微増を予測 

 

＜輸入＞        【アルミ製品全体の構成比：10.2%】 

2017 年度 

（＋3.5％） 

2016 年度比＋3.5％の見込み（439 千㌧） 

・アルミ圧延品の輸入増 

2018 年度 

 （＋2.4％） 

2017 年度比＋2.4％と予測（450 千㌧） 

・アルミ圧延品の輸入増が継続 

 

＜輸出＞        【アルミ製品全体の構成比：5.8%】 

2017 年度 

（▲3.4％） 

2016 年度比▲3.4％の見込み（233 千㌧） 

・輸出の大半は圧延品の板類。海外拠点向けの母材減少等によりマイナス 

2018 年度 

（0.0％） 

2017 年度比 0.0％と予測（233 千㌧） 

・需要は前年並と予測 

 

2018 年度「アルミニウム製品」総需要見通し 
2018 年 3 月 29 日 

                             アルミニウム調査会                               
（ 単 位 ： ㌧ ） 

 製          年  2016 年度 2017 年度 2018 年度  対前年度増減率(%) 
   品          度 実 績  見込み 見通し 17/16 18/17 
    板    類 1,062,274  1,071,056  1,066,300 0.8 ▲0.4 
     内自動車  161,869  172,818 175,000 6.8 1.3 
圧 延 品   押 出 類 769,336  780,459  783,500  1.4 0.4 
     内自動車  139,677 146,808 146,940 5.1 0.1 
      計 1,831,610  1,851,515  1,849,800  1.1 ▲0.1 
  内自動車  301,546 319,626  321,940 6.0 0.7 
    自 動 車 400,480  418,900  422,900  4.6 1.0 
鋳 造 品   そ の 他 27,460  29,800  29,800  8.5 0.0 
      計 427,940  448,700  452,700  4.9 0.9 
  
ﾀﾞｲｶｽﾄ品 
  

  自 動 車 871,045  916,800  920,000  5.3 0.3 
  そ の 他 101,890  110,400  111,000  8.4 0.5 
    計 972,935 1,027,200 1,031,000 5.6 0.4 

  鋳造品・ダイカスト品 計 1,400,875  1,475,900  1,483,700  5.4  0.5 
  鍛     造     品 42,952  46,118  46,500  7.4  0.8 
         内自動車 29,899 31,374 31,500 4.9 0.4 
  電              線 26,410  25,000  26,000  ▲5.3  4.0 
  鉄            鋼 128,918  129,000  130,000  0.1  0.8 

粉 10,107  10,877  11,000  7.6  1.1 
  そ     の     他 45,311 45,503 45,500 0.4 0.0 
  輸             入 424,584  439,324  450,000  3.5  2.4 
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  国  内  需  要   計  3,910,767  4,023,237  4,042,500  2.9  0.5 
  輸               出 241,171  232,869  232,800  ▲3.4  0.0 
  総   需   要     計 4,151,938  4,256,106  4,275,300  2.5  0.5 

自動車向け  合計 1,602,970  1,686,700  1,696,340  5.2 0.6 
注 1）▲印はマイナス      
注 2）輸入は、「圧延品」「その他（粉、構造物、缶箱、台所用品、その他）」の輸入の合計数字（出典：財務省貿易

統計） 
注 3）輸出は、「圧延品」「電線」「粉」「地金」の輸出の合計数字（出典：「圧延品」「粉」日本アルミニウム協会統計、 
   「電線」日本電線工業会統計、「地金」財務省貿易統計） 
       

アルミニウム調査会構成  （順不同） 
 

アルミ缶リサイクル協会  一般社団法人 軽金属製品協会 
一般社団法人 日本アルミニウム合金協会 一般社団法人 日本サッシ協会 
一般社団法人 日本ダイカスト協会 一般社団法人 日本電線工業会 
一般社団法人 日本アルミニウム協会  

 

 

2. アルミニウム産業に係る情報・統計に関する事業 

 

2.1 内外アルミ情報に係る活動 

内外アルミ情報収集等以下の活動をおこなった。 

 

2.1-1 海外関係団体との情報の交換等 

IAI（国際アルミニウム協会）、AA（米国アルミニウム協会）、EAA（欧州アルミニウム協会）、

中国有色金属工業協会、インドアルミニウム協会、韓国非鉄金属協会、ブラジルアルミニウム

協会等の海外アルミ団体との間で、統計等の情報交換をおこなった。 

このほか、海外向け交換資料として英文統計「Aluminium Statistics」を毎月作成し、ホーム

ページに掲載した。また、海外団体や調査機関等からの個別の問い合わせなどにも対応した。 

 

2.1-2 海外のアルミニウム産業動向調査 

海外のアルミニウム産業動向に関する各種データ・情報を、IAI、AA、EAA、中国有色金属工

業協会など、海外の諸団体や調査機関等から収集し、ホームページやメールニュース等を通じ

会員に紹介した。平成 29 年度からは、会員向けの海外情報の提供をさらに充実させるため、

米中欧のアルミ産業動向レポート「GlobAL」を毎月発行することとした。 

 

2.1-3  内外のアルミニウム関連統計の情報収集と整備 

 内外のアルミニウム関連統計、情報を収集整理し「アルミニウムデ－タブック」を作成した。 

また、平成 29 年度から会員企業のグローバル展開を鑑み、特に海外統計、情報については、 

データを充実できるよう収集に努めた（グローバルデータの収集）。 
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2.1-4  内外の市場動向調査 

各界の専門家による講演会を開催し、会員へ最新の情報を提供した（詳細は 6.3 に記載）。 

 また、国内で開催された各種展示会と専門セミナーに参加し、アルミニウムが使用されている

製品の内外の最新の動向について情報収集を行い、会員企業へレポートとして情報提供を行っ

た。 

2.1-5  貿易問題への対応 

 平成 28 年度に続き、中国製アルミ製品の供給過剰問題について、各国・地域のアルミ協会と情

報交換に努めると共に、経済産業省とも対応について協議した。 

 平成 29 年度は、米国が通商拡大法 232 条に基づき、中国など海外からのアルミ製品の輸入が米

国の安全保障に与えているとして関税措置を決定する動きがあったため、経済産業省や会員企

業と連携して対応した。 

 

2.2  国際交流 

IAI、中国有色金属工業協会等が主催する国際会議に出席し、各国の参加者と情報交換をおこ

なうなど交流を深めた。 

2.2-1 国際専務理事会議等 

世界のアルミニウム協会専務理事会合がロンドンで開催され、当協会から専務理事が出席し、

各国のアルミ業界の最新の動向及び課題などについて情報交換を行った（平成 29 年 8 月（村

山専務）、平成 30 年 3 月（田端専務）出席）。 

 

2.2-2 中国との交流 

(1) 2017 年中国アルミニウムフォーラム 

2002 年以来、第 16 回目の開催で、中国・福建省福州市で、11 月 14 日～16 日の日程で行わ

れた。岡田会長が招待され、協会事務局、会員各社から約 30 名が参加。 

 (2) 2017 年中国アルミ圧延品フォーラムへの参加 

2017 年 7 月 17 日~19 日、中国・上海市で開催。参加総数は約 200 名。 

協会事務局が参加し、日本のアルミ業界の動向について講演を行った。 

(3)展示会「Aluminum China 2017」への参加 

2017 年 7 月 19 日~21 日、Reed Exhibition China の主催で中国・上海市で開催。75 ヶ国か 

ら 500 社が出展し、21,600 名程が参加。協会事務局は来賓として招待され、小貫理事が開会

式の式典に参加した。 

(4) アルミ建築材料関連企業訪日団との交流 

2017 年 11 月 30 日、アルミニウム建築構造協議会と中国のアルミ建築材料関連企業 13 社

が（一社）エネルギー・環境グローバルコンソーシアムを介し来日、銀座会議室で交流会を

開催。事務局とアルミニウム建築構造協議会の企画運営委員 2 名が参加した。 
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2.2-3 各種国際会議への参加と情報収集 

 (1)ISO/TC 79 国際会議の中国（北京）開催と参加 

    2017 年 9 月 25～29 日までの 5 日間、中国（北京）にて開催された。当協会の標準化総合委

員会より３名が派遣され、アルミニウム関係の ISO/TC 79/SC 2、SC 4、SC 6 および全体会

議に出席し、規格改定等について日本側意見を提案し、了承された。 

 

3. アルミニウム産業に係る資源・エネルギーの合理化、環境の整備・

保全及び安全衛生に関する事業 

 

3.1 資源・エネルギーの合理化、環境の整備・保全に関する事業 

 

3.1-1 エネルギー環境委員会の活動 

世界的に取り組まれている地球環境問題に対して、これまでアルミ圧延業は従来型産業公害へ

の諸対策に加え、日本経団連「地球環境保全の自主行動計画」への提出等の自主的な行動表明

をおこなってきており、この地球温暖化対策編は 2012 年度（平成 24 年度）で最終年を迎えた。

日本経団連が新たに実施する 2020 年度を目標とした「低炭素社会実行計画」への参加を表明

し、平成 26 年 3 月に計画（※1）を提出した。2020 年度目標に対する 2017 年度調査（2016

年度実績）では 125%の達成率となったが、昨年までの特殊要因（一部企業の海外工場立ち上

げに伴う中間製品の増加による一時的な原単位の大幅改善の影響で達成率が 188%）の影響も

無くなり、参加企業の省エネ活動の成果と思われる。更に、日本経団連が実施する 2020 年度

以降（2030 年度最終目標）の「低炭素社会実行計画フェーズⅡ」へも参加を表明しており（平

成 26 年 12 月に計画※2）を提出）、これについても 100％達成率となった。また、本年度も経

済産業省と環境省が合同で行なった「産業構造審議会環境部会地球環境小委員会 化学・非鉄

ワーキンググループ」（平成 30 年 2 月 14 日開催）に「アルミニウム圧延業界の低炭素社会実

行計画」を提出し報告を行った。この中で、省エネルギー委員会で取り組んでいる「省エネ改

善事例」や LIBS による鉄道車両の水平リサイクルの取り組みについて紹介し、平成 30 年度

調査（2017 年度実績）を見て、目標値の見直しを検討する旨、報告した。 

また、日本経団連の「環境自主行動計画 2016 年度（平成 28 年度）フォローアップ（温暖化対

策編・循環型社会形成編）（2015 年度実績を報告）」が行われ、これに協力した。 

※1 2020 年度（平成 32 年度）を目標年度として、「2005 年度（平成 17 年度）水準を基準と 

した、圧延量当たりのエネルギー原単位(BAU)から、先端技術の最大限導入と省エネ活動 

の積み重ねにより、エネルギー原単位を 0.8GJ/t 削減する。」 

※2 2030 年度までについては、さらに 0.2GJ/t 改善に向け最大限の努力をする。 

圧延量：生産量に圧延加工度を加味して算出した圧延加工量(換算値) 

BAU: business as usual（何も対策を実施しなかった場合のこと） 
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エネルギー環境委員会及び傘下の各委員会の主な構成は下記の通りである。 

・省資源委員会 

・省エネルギー委員会 

・LCA 調査委員会 

・アルミ箔環境小委員会 

・アルミニウムドロス委員会 

・関西環境連絡会 

エネルギー・環境委員会は、統括する上記各委員会の活動進捗状況の把握、課題の審議等をお

こなった。 

 

3.1-2 有害物質対応（エネルギー環境委員会） 

①ダイオキシン関連事項 

環境省はヘキサクロロベンゼン（HCB）やポリ塩化ナフタレン（PCN）等の非意図的に生成

する物質に対する「ダイオキシン類に係る排出削減措置」の効果検証について、平成 28 年

度から検討を開始し、当協会もアルミニウム産業の実態調査に協力をしている。 

②VOC（揮発性有機化合物）排出抑制制度対応（アルミ箔環境小委員会） 

大気汚染防止法規制と自主的取組による VOC（揮発性有機化合物）排出抑制に対し、当協会

は平成 17 年 10 月に「VOC 排出抑制に関する自主行動計画」を策定し、VOC 排出量を「平

成 12 年度（基準年）の 1,900 トンから、平成 22 年度に 670 トンへ 65％削減する。」という

目標を掲げ、平成 22 年度は 343 トンと 82％の削減を達成した。平成 23 年度以降は、平成

22 年度の VOC 排出量を超えないことを目標に、VOC 排出量の把握と関係官庁への報告を継

続して実施している。 

平成 29 年度（平成 28 年度実績）の VOC 排出量は、272 トンと、平成 22 年度基準（343 ト

ン）を超えず、目標を達成した。（継続） 

③情報交換・事例交流など 

各社の自主行動計画への取り組み状況の実態や設備投資状況の情報交換、また経済産業省や

環境省のホームページを活用した環境関連情報の共有化等を行うことにより、有害物質削減

への取り組みを行っている。 

 

3.1-3 省資源委員会 

①日本経団連・循環型社会形成自主行動計画のフォローアップ 

日本経団連の自主行動計画において、圧延大手 5 社の産業廃棄物最終処分量目標値の 6,000

トンに対し、平成 29 年度調査（平成 28 年度実績）では 3,969 トンとなり、目標を達成した。 

②情報交換・工場見学会 

平成 30 年 2 月に三友プラントサービス（株）川崎工場の見学会を実施し、合わせて情報交

換会を開催した。 
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3.1-4 省エネルギー委員会 

①情報交換・工場見学会 

委員会活動を通じて、板・押出材について、各社設備別原単位実績、圧縮空気に関する省エ

ネ技術交流、各社省エネ改善事例をそれぞれ紹介し、意見交換をおこなった。 

また、平成 29 年 5 月に清水エル・エヌ・ジー（株）および静岡ガス（株）で見学会および

省エネ事例紹介があった。 

 

3.1-5 LCA 調査委員会 

①アルミ新地金 LCI データの見直し 

 国際アルミ協会（IAI）による最新のアルミ新地金 LCA データにより、当協会が作成してい

る「日本の輸入アルミ新地金の LCI データ」を見直している。最近では、IAI の最新の LCA

データを元に 2010 年をベースとして 2014 年度に見直しを行い、更に 2018 年度に見直しを

計画している。 

②LCA 関連の情報収集 

  LCA 日本フォーラム運営委員会に出席し、平成 26 年度から開始した経済産業省・LCA 日本

フォーラムデータベース整備事業等について、情報収集を行うとともに、産業環境管理協会

が行う連結データ更新の対応を行った。 

 

3.1-6 関西環境連絡会 

エネルギー・環境関係の情報交換を行っている。平成 29 年度は 7 月 14 日、11 月 24 日に開催

した。 

 

3.1-7  アルミニウムドロス委員会 

 鉄鋼業界では、2014 年以降、製鋼スラグ中のフッ素が問題となったことなどにより、製鋼用ア

ルミドロスのフッ素含有基準値についても管理を厳しくする方向に動いている。製鋼スラグ中

のフッ素は、製鋼プロセスにおける蛍石によるものなどであり、アルミドロスに直接起因する

ものではないものの、日本アルミドロス協議会、経済産業省、東北大学などと協力しながら、

情報交換、アルミドロスの分析調査、新たなリサイクル先についての検討などを行っている。

平成 29 年度は、これらを継続しつつ、さらにアルミドロスの安全データシート（SDS）を作

成し、会員専用ホームページへ公開した。 

 

3.1-8  アルミナ研究会 

ボーキサイトの赤泥の海洋投棄は平成 27 年に停止され、既に水酸化アルミニウムの輸入に切

替えられている。今後更なる調査等が必要となれば、研究会にて対応する。 
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3.1-9 エネルギー環境部門・関係官庁関連業務協力事項  

①平成 29 年度 VOC 自主行動計画フォローアップ（経済産業省） 

②代替フロン等 3 ガス自主行動計画フォローアップ（経済産業省） 

③平成 29 年度ダイオキシン類排出量目録の作成（経済産業省） 

④経団連低炭素社会実行計画及び循環型社会形成自主行動計画平成 29 年度フォローアップ 

⑤低炭素社会実行計画フォローアップ（経済産業省） 

 

3.2  安全衛生に関する事業 

 

3.2-1 安全委員会活動 

労働災害の防止を目的とする活動組織として、安全委員会及びその傘下に関東地区委員会、関

西地区委員会、北陸中部地区委員会を設置し、以下のような活動を行った。 

(1) 本年度の活動の特徴： 

平成 29 年は死亡災害ゼロを達成。災害発生件数は不休、休業災害合わせて年間 128 件と前

年より増加（平成 28 年 104 件 休業が 7 件、不休災害が 17 件増加）した。管理・監督者

体験交流会は関東地区で開催され、体験発表とグループ討議において、活発な情報交換が行

われた。 

 (2) 本年度の活動項目： 

①平成 29 年度労働災害統計の作成 

②平成 29 年度労働安全表彰事業場の選考について検討 

③平成 30 年度活動方針について検討 

④平成 30 年度労働安全の予算について検討 

⑤平成 30 年度安全目標値の設定について検討 

⑥管理・監督者体験交流会の開催（関東地区） 

⑦重大災害発生時の情報収集と経済産業省への報告 

⑧緑十字賞顕彰者、安全優良職長厚生労働大臣顕彰者の推薦について検討 

⑨委員会社の安全衛生管理方針の情報交換 

⑩安全・衛生週間、同準備月間実施計画の情報交換 

⑪労働災害事例の情報交換 

⑫労働災害事例集の発行について検討 

⑬労働災害事例集のホームページ検索機能への最新情報の追加 

⑭工場見学会を開催し、工場見学先の安全担当者と安全管理等について意見交換 

工 場 見 学：（株）神戸製鋼所大安（平成 29 年 4 月 14 日北陸中部地区委員会） 

異業種交流会（訪問）：新日鐵住金君津製鉄所（平成 29 年 11 月 13 日関東地区委員会） 

      （受入れ）：（株）神戸製鋼所真岡製造所（日本製紙連合会）（平成 29 年 11 月 20 日） 
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3.2-2 労働災害統計の作成 

平成 29 年度の労働災害状況の統計（43 社 126 工場）を作成し、協力会員全社に配布した。 

 

3.2-3 平成 29 年度労働安全優良事業場の選考 

平成 29 年暦年の労働安全成績に基づく安全委員会での審査を経た後、平成 30 年 3 月 29 日（木）

開催の第 263 回理事会で、特別優良賞 23 社・事業場、優良賞 5 社・事業場を選考した。表彰

式は、平成 30 年 5 月 25 日に開催する総会時に行う。 

○表彰事業場（表彰安全成績対象期間は平成 29 年 1 月～12 月） 
＜特別優良賞＞ YKK AP 株式会社 黒部越湖製造所 

 

昭和電工株式会社 
株式会社 UACJ 押出加工名古屋 
東洋アルミニウム株式会社 

小山事業所 

名古屋製作所 

八尾製造所 

 株式会社 LIXIL 土浦工場 

 株式会社 LIXIL 岩井工場 

 株式会社 UACJ 押出加工群馬 － 

 株式会社 UACJ 鋳鍛 － 

 東洋アルミニウム株式会社 新庄製造所 

 東洋アルミニウム株式会社 湘南矢畑製造所 

 株式会社 LIXIL 藤花工場 

 本多金属工業株式会社 稲沢工場 

 昭和アルミニウム缶株式会社 小山工場 

 株式会社 UACJ 押出加工滋賀 － 

 三協立山株式会社 氷見工場 

 東洋アルミニウム株式会社 新庄製造所（御所） 

 アルメタックス株式会社 静岡センター 

 
株式会社大紀アルミニウム工業所 

常盤鋼帯株式会社 

結城工場 

－ 

 昭和アルミニウム缶株式会社 大牟田工場 

 新豆陽金属工業株式会社 川西工場 

 株式会社アルミネ 三隅工場 

 株式会社アルミネ 大阪工場 

 
  

＜優良賞＞ 株式会社 UACJ 深谷製造所 

 昭和電工堺アルミ株式会社 
 

 株式会社 UACJ 製箔 伊勢崎工場 

 日本圧延工業株式会社 
 

 株式会社片木アルミニューム製作所 大山工場 

   

   

   

 

3.2-4 緑十字賞表彰  

当協会推薦の日本軽金属(株) の西田 匡氏と昭和アルミニウム缶(株)の山村啓治氏が、緑十字

賞審査委員会にて被表彰者として決定され、平成 29 年 11 月 8 日全国産業安全衛生大会にて表

彰された。 
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緑十字賞は、中央労働災害防止協会が長年にわたり我が国の産業安全または労働衛生の推進向

上につくし、顕著な功績が認められる個人またはグループ等を対象に表彰する制度である。 

 

3.2-5 安全優良職長厚生労働大臣顕彰 

当協会推薦の東洋アルミニウム(株)大安工場日野製造所の伊協一氏が、厚生労働省顕彰審査委

員会にて被顕彰者として決定し、平成 29 年 1 月 15 日に表彰された。 

本顕彰制度は、職長等として一定の技能と経験を有し、担当する現場又は部署の安全成績が優

良な者について、安全優良職長として厚生労働大臣が顕彰をおこなうものである。 

 

3.2-6 管理・監督者体験交流会の開催 

会員会社の第一線管理・監督者による体験発表をおこなう場として、管理・監督者体験交流会

を毎年開催しており、関東地区において下記の通り開催した。 

・第 98 回管理・監督者体験交流会（関東地区）：平成 29 年 6 月 22 日開催  

 （於：品川区立総合区民会館（きゅりあん）参加者 110 名） 

 ＜体験発表＞ 

  (1)「水蒸気爆発対策」～設備改善と標準化～アカオアルミ株式会社 元吉 正光氏 

  (2)「労働災害撲滅を目指す安全活動」～見えない危険を見つけるために～ 

               不二サッシ株式会社千葉工場 榎本 雄二 氏 

    (3)「フォークリフト重篤災害をうけて」～フォークリフトと作業者の安全対策～ 

               三菱アルミニウム株式会社富士製作所 渡邉 知樹氏             

  (4)「クレーン休業災害を受けての特別安全管理職場活動」～私達のクレーン作業 本質安全

化への挑戦～          株式会社 UACJ 製箔 野木工場 田屋 憲賢氏 

＜グループ討議＞ 

  体験発表 4 件と共通テーマについて、10 グループに分かれて討議した。関東地区では初め

て共通テーマを設定し討論した（共通テーマ：新人教育・技能伝承、リスクアセスメントの

進め方、労働災害事例の横展展開） 

 ＜講演＞ 

テーマ：「ヒューマンエラーの本質と対策」 産業心理学の立場からの提言 

講 師：宮城学院女子大学 学芸学部 心理行動科学科 教授 大橋 智樹氏 

 

3.2-7 重大災害発生時の情報収集と経済産業省への報告 

産業事故・自然災害に関する緊急連絡体制の一環として、重大な産業事故・災害の緊急連絡先

リストを作成し、「社会的影響が大きいと認められる事故・災害」が発生した場合は、事故・災

害状況を経済産業省に報告している。平成 29 年度も震度 5 弱を超える地震や大雨が数回あっ

たが、地震や大雨発生地区の会員事業所に被害状況を確認し、被害のなかったことを経済産業

省に報告した。 



 － 25 － 

3.2-8 労働災害事例集の発行およびホームページ検索 

労働災害事例集を発行すると共に、ホームページで過去の労働災害事例の検索システムに最新

の事例を追加した。 

(1) 労働災害事例集 

業界内での類似災害の発生を防止するための資料として、直近で発生した労働災害を「労働

災害事例集」として上期分（27 事例）・下期分（36 事例）に分けて作成し、会員会社に配布

した（下期分は平成 30 年 4 月配布予定）。 

(2) 労働災害事例集のホームページ検索機能への最新事例の追加 

平成 15 年度に労働災害事例 1,400 件をデータベース化し、以降毎年新たな事例を追加して

来た（現在 2,547 件）。これによって、会員は専用のホームページで各種の検索が出来る。

同時に労働災害統計も毎年更新している。（平成 29 年 9 月更新） 

 

3.2-9 ホームページ「安全」ページの充実による情報発信 

  協会ホームページ会員専用「安全」ページでは平成 27 年度に「協会情報」「厚生労働省・中

央労働災害防止協会等情報」「災害防止活動」の項目を設け、会員への情報の充実を図って

いる。 

 

3.2-10 製造業安全対策官民協議会への参画 

  製造業における安全対策の更なる強化を図るため、経済産業省、厚生労働省及び中央労働災

害防止協会は、官民連携の協議会「製造業安全対策官民協議会」を平成 29 年 3 月に設立し、

当協会を含む 9 団体が参画している。 

協議会では、業種横断的に検討や普及活動を推進しており、当協会からは安全委員会委員長

会社（（株）神戸製鋼所）が協議会に構成員として出席した。具体的にはワーキンググルー

プにおいて「リスクアセスメント」や「マネジメントシステム」、「安全教育」および「付帯

設備の老朽化と災害発生状況」などの実態調査が行われた。 

 

 

4. アルミニウム産業の構造改善、合理化に関する事業 

 

4.1  アルミニウム圧延業の物流効率化の推進 

（アルミ板包装連絡会） 

以下の項目を中心に調査研究・勉強会をおこなった。 

(1) 物流合理化ガイドラインの遵守および国内外への物流方法に関する改善策の検討 

(2) 板包装の合理化、副資材の管理基準、環境対策等の研究と情報交換 

(3) 押出製品包装への拡大検討 
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4.2  アルミニウムの原料に関する事業 

（原料連絡会）  

世界のアルミ及びアルミ関連資源などについて調査研究・勉強会をおこなった。 

 

4.3 アルミニウムの基盤強化に関する事業 

（経理連絡会） 

税制改正要望取りまとめ、IFRS 国際財務報告基準（国際会計基準）および企業会計基準の調

査研究、経理関連の専門的事項、決算発表等経理業務に関連するテーマについて、調査研究・

意見交換・勉強会を行った。 

（システム研究会） 

アルミ業界における次世代 EDI に関する検討を行った。 

事業のグローバル化が進み海外との取引も増大している中、現在の EDI（Electronic Data 

Interchange）の限界や平成 37 年（2025 年）の NTT 公衆回線網の廃止等の課題に対する研究

を中心に実施。また、IoT、ビッグデータの活用についての検討も開始した。 

 

4.4 平成 29 年度のアルミニウム関係特恵関税 

 

4.4-1  平成 29 年度の特恵税率適用 

平成 23 年度からアルミニウム（圧延品、加工製品）他鉱工業製品に対する特恵関税適用の限

度枠（シーリング）が廃止された。以前は、限度枠内では、特恵税率が適用され、限度枠を超

えた場合は、通常の税率が課されていた。 

限度枠廃止により、平成 29 年度も年間を通じて特恵税率が適用されることとなった。 

なお、国内産業に損害を与える等の場合は、特恵税率は適用されない（エスケープ・クローズ

方式）。中国からのアルミ箔（厚さ 0.2mm 下 HS コード 7607）及びサッシ以外の構造物（HS

コード 7610）については、平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日まで特恵適用除外とな

っている。また、中国からのアルミ製の管（HS コード 7608）及びその他のアルミ製品（HS

コード 7616）について、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで特恵適用除外となっ

た。 

なお、特恵受益国は、平成 29 年度は 133 ヶ国 5 地域。 

（参考）財務省貿易統計：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/t_kanzei/ 
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5. アルミニウムの生産・利用、需要開発等に係る技術に関する事業 

5.1 規格標準化 

5.1-1 国際規格 ISO／TC 79（軽金属及び同合金）に関する活動 

5.1-1-1 ISO/TC 79 国際会議 

2017 年 9 月 25～29 日までの 5 日間、北京（中国）にて開催した。TC 79 には SC が 8 つある

が、今回は、SC2（陽極酸化アルミニウム）、SC4（アルミニウム地金）、SC5（マグネシウム

合金）、SC6（アルミニウム及びアルミニウム合金展伸材）、SC 11（チタン）の 5 つの SC 会議

が開催され、最終日は TC 79 全体会議も併せて開催された。 

5.1-1-2 ISO/TC 79/SC 4 

2016 年 10 月に開催された ISO/TC 79 国際会議（東京）にて基本的了解を得た ISO 115 の改

訂については、2018 年に予定されている ISO115 の定期見直しにおける存続承認確定後に改訂

案を提出することを 2017 年 9 月の ISO/TC79 国際会議で提案し、了承された。 

5.1-1-3 ISO/TC 79/SC 6 

上記同様に 2016 年 10 月に開催された ISO/TC 79 国際会議にて ISO 209、 ISO 6362、 ISO 

6363 の改訂を日本より提案し了承されたが、いずれも 2016 年から 2017 年にかけて定期見直

し投票が予定されていることから、定期見直し投票で存続承認確定後に改訂案を提出すること

を 2017 年 9 月の ISO/TC79 国際会議で提案し、了承された。ISO209、ISO6362、ISO6363

は定期見直しで存続が確定した。 

5.1-1-4 ISO/TC 79/SC 9 

SC9 議長の継続投票が行われ、継続で確定した。 

                        （標準化総合委員会） 

 

5.1-2 日本工業規格（JIS）の制定・改正 

5.1-2-1 JIS H2110 廃止 

2011 年に、JIS H 2110：1968 及び JIS H2111:2009(精製アルミニウム地金）を取り込んで、

JIS H2102:2009（アルミニウム地金）を改正した。そのため、JIS H2111:2009 は 2011 年 7

月に廃止したが、JIS H 2110 は JIS C3108:1994(電気用硬アルミニウム線）に引用されていた

ことから、その廃止は JIS C3108:1994 の改正を待つこととしていたが、JIS C 3108 の改正が

完了したので、2017 年に JIS H 2110 の廃止申請を行った。 

5.1-2-2 JIS のまとめ 

 当協会が担当している JIS 規格について、制定・改訂の経緯、更には、個々の規格について現

状の課題と将来改訂すべき内容をまとめた。さらに問い合わせ内容を加味して、改訂内容を追

記した。本資料を今後の活動のベースとする。 

（標準化総合委員会） 
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5.1-3 関連規格に関する活動  

ISO/TC 164(機械試験)運営委員会、鋼材規格三者委員会、JISZ2381（大気暴露試験方法通則）

改正原案作成委員会、腐食試験法作成 TF（水素貯蔵用アルミ材料の国際標準化）更には JIS

ハンドブック（非鉄及び分析）改訂のメンバーとして、関連規格・周辺業務についても積極的

に参画した。また、ISO/TC 156(金属および合金の腐食)についても動きを監視している。 

（標準化総合委員会） 

 
5.1-4 自然電位の測定方法に関する標準化  

電気化学的測定方法の基礎である自然電位の測定方法について、各社共通の条件で実験を行い、

学会発表をした結果を纏め、「アルミニウム合金の孔食電位を推定可能な自然電位測定条件」の

表題で軽金属学会誌に掲載した。また、日本アルミニウム協会誌（Vol.24, No.99, 2017 SPRING 

SUMMER）には詳細版として「アルミニウム合金の孔食電位を得るための自然電位測定」を掲載

した。 

本結果をとりまとめ、自然電位測定方法（孔食電位を測定する方法）の ISO 化を、平成 30 年度

の TC-156 世界大会で目指すべく、TC-156 に提案を行った。 

 （耐食性評価試験委員会） 

 

5.1-5 ICP 発光分析法の改良・開発  

標準試料及び実用合金の共同分析を実施し、分析結果、測定条件、分析精度に関する調査をと

りまとめ、平成 29 年 11 月に第 7 回アジアー太平洋地域プラズマ分光分析国際会議

（Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry）にて調査結果の発表を行っ

た。 

発表の内容を基に JIS H1307 を改定すべく、平成 30 年 3 月に JIS 原案作成公募制度に応募を

行った。なお、JIS H1363 と JIS H1363 については、JIS H1307 の改定後、改正版でカバー

できる場合は廃止とする方針としている。 

アルミニウムの発光分光分析方法を定めた JIS H1303 JIS Z2611 JIS Z2612 は、制定より 40

年以上が経過し、現在の機器の仕様や性能からするとかなりの乖離が見られ、また代替できる

上位規定などが存在することから、廃止をすることとし、平成 29 年 11 月に届出を提出した。 

 （分析委員会） 

 

5.1-6 「アルミニウム合金製橋梁用防護柵設計要領」改訂 

土木製品開発委員会は、前身であるガードレール委員会（昭和 42 年）の設立から 50 年にわた

り防護柵の技術開発を行ってきた。この防護柵を広く活用するための手引きとして、「アルミニ

ウム合金製橋梁用防護柵設計要領」を刊行している。設計要領の掲載内容は、車両用の橋梁･

高架に採用されるアルミニウム合金製の防護柵をはじめ、歩行者自転車用柵･高欄兼用車両用防

護柵等を対象としている。国土交通省では、美しい国つくりの基に「景観に配慮した防護柵の
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整備ガイドライン」を策定運用している。その後、ガードレールに付着した金属片による負傷、

飲酒運転による追突で橋梁の高欄を突破する事故があったため、「車両用防護柵設置に関する

検討委員会」を設置された。ここでは、防護柵の設置基準の基本的な考え方に則した運用の徹

底と解説の充実を求める提言がなされ、平成 20 年 1 月に「防護柵の設置基準･同解説」が見直

し改訂された。このような新基準や JIS 改訂等の内容に沿って「アルミニウム合金製橋梁用防

護柵設計要領」も、平成 18 年 1 月、平成 21 年 3 月、平成 22 年 10 月と内容を見直し、改訂を

行ってきた。今回は、「防護柵の設置基準･同解説」の平成 28 年 12 月の改訂に伴い、本委員会

の防護柵 WG において、防護柵に用いられる材料や防錆･防食対策の見直しを行うとともに、解

説の充実や計算例の追加など、より分り易い内容になるように検討を重ねた。今次の検討によ

る改訂版は、平成 30 年 5 月に刊行する。 

 （土木製品開発委員会） 

 

                            

5.2 基礎調査・研究 

 

5.2-1 アルミニウム産業における産学官連携のあり方に関する検討 

国の科学技術政策に材料分野の意見反映を行うための産学官の集まりである「材料戦略委員会」

に平成 21 年度より参画し、情報共有およびアルミ業界としての意見表明を行っている。平成

29 年度についても経済産業省、文部科学省、内閣府関係の研究開発動向について、今後の方向

性について情報を共有した。                                               （事務局） 

アルミニウム産業における産学官連携を進めるため、産学官連携のあり方について審議検討を

おこなった。また、大学・高専・研究機関の若手研究者を対象にした「研究助成」において、

研究対象分野をアルミニウム産業の需要拡大に役立つ研究課題とし、優先テーマを示した。尚、

公募要領と優先テーマの内容は見直しを実施した。また、昨年に引き続き中長期委員会委員に

よるフォロー体制の継続実施と「研究成果報告会」を開催し、研究成果の評価・確認、研究者

と委託側委員との交流、研究者同士の交流を行った。 

（産学懇談会） 

 

5.2-2 アルミニウムの分析方法の開発に関する研究 

アルミニウム新地金の国際規格 ISO 115 及び JIS 規格 H2102 には、不純物として微量元素の

許容限界が規定されていることから、アルミニウム及びアルミニウム合金中の微量元素の定量

分析に関する信頼性評価について各社で共同分析を実施した。また、JIS H1307「アルミニウ

ム及びアルミニウム合金の ICP 発光分光分析方法」の改正に関する検討として、標準試料及び

実用合金について各社で共同分析を実施し、平成 30 年度に改定の予定としている。合わせて

ISO 規格化を目指して、NP 提案を準備中である。 

（分析委員会） 



 － 30 － 

5.2-3 アルミニウムの耐食性評価に関する研究 

アルミニウムの耐食性評価は自動車・建築・土木など各用途分野の要求により各種の試験が実

施されていることから、各種耐食性評価試験方法に関する調査研究を継続している。特に平成

20 年度からはアルミニウム合金板材の大気暴露試験が 50 年を経過したことより、暴露試験片

の調査を実施し、平成 23 年 3 月に報告書を発刊した。さらに、この直接曝露試験より腐食性

が厳しいとされる遮蔽曝露試験を平成 26 年度から開始した。平成 24 年度からは、電気化学的

測定による自然電位の測定方法の標準化に向けて共同実験に取り組み、その成果は平成 26 年

度に学会発表した。また、平成 27 年度に「アルミニウム及びアルミニウム合金の自然電位測

定方法」として委員会用冊子を発行、平成 28 年度には「軽金属」に掲載し、平成 29 年度には

「Aluminium」に掲載した。なお平成 27 年度からはアルミ構造物耐食性寿命予測の研究に取り

組み、各種試験を実施中。 

 （耐食性評価試験委員会） 

 

 

5.3 応用・開発に関する調査研究 

 

5.3-1  中長期需要・技術開発活動 

(1) 「アルミニウム技術戦略ロードマップ 2015&2016」の改訂 

今後のアルミニウム産業の研究・技術開発の方向性を示すため、2009 年 12 月に「アルミニ

ウム技術戦略ロードマップ 2009」を発行して以来、見直しと改訂版発行を行ってきた。現在

最新版は 2016 年 5 月に発行した第 7 版「アルミニウム技術戦略ロードマップ 2015&2016」

であるが、この内容の見直しを行っており、2018 年 5 月に「アルミニウム技術戦略ロードマ

ップ 2018」を発行予定である。 

(2) 国家プロジェクトへの参画 

平成 29 年度は活動中の下記 9 件について対応を行った。 

また、新たなプロジェクト「NEDO 平成 30 年度エネルギー・環境新技術先導プログラム」へ

応募するため、研究開発シナリオの策定、体制作り等を行った。 

 

＜科学技術振興機構（JST）「産学共創基礎基盤研究プログラム」＞ 

①「水素分配制御によるアルミニウム合金の力学特性最適化」（九州大学 戸田教授他） 

②「協調的粒界すべりのすべり群サイズの決定機構（超塑性変形速度向上の指導原理）の解

明」(宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所 佐藤教授他） 

③「階層的マルチヘテロ構造の創出によるアルミニウム合金の多機能化とその指導原理の

解明」（芝工大 芹澤助教他） 

④「ヘテロ凝固機構により高造形性・高強度を実現する積層造形用金属粉末の開発」 

（名工大 渡辺教授他） 
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＜経済産業省「革新的新構造材料等技術開発」＞ 

⑤「高強度・高靱性アルミニウム合金開発」（新構造材料技術研究組合） 

⑥「アルミニウム材新製造プロセス技術開発」（新構造材料技術研究組合） 

⑦「鋼材／アルミニウムの接合技術の開発」（新構造材料技術研究組合） 

⑧「アルミニウム／CFRP 接合技術開発」（新構造材料技術研究組合） 

＜新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「アジア省エネルギー型資源循環制度導入

実証事業」＞ 

⑨「動静脈一体車両リサイクルシステムの実現による省エネ実証事業」（ハリタ金属他） 

 

（中長期需要・技術開発委員会） 

 

 

5.3-2 インフラ関連分野における新規アルミ需要創出活動 

平成 29 年 3 月 7 日にキックオフミーティングを行い、4 回の委員会を開催した。平成 29 年度

は①土木構造物設計・製作指針案改訂 WG としては、2017 年度に改正された道路橋示方書の

方針に沿った基礎データの収集・評価を行うこととして、土木構造物用アルミニウム合金とし

て実績のある A6005C、A6061、A5083 および比較材として鉄鋼材料（SM400B）の引張特性

（特に破断までの応力-ひずみ曲線）、衝撃特性の評価試験を行った。また大阪大学大倉准教授で

解析に取り組むこととした。②施工促進 WG では熊本大葛西准教授、富山大柴柳教授、久保田

教授とともに各県の状況をヒアリングするとともに、県庁等に提案可能なアルミ橋のコンセプ

トとして常設展示かつ緊急仮設橋としてのアルミ橋について具体的に検討を進めている③需要

探索・市場調査 WG では新市場として、都市開発、海洋構造物、鉄道関係等について調査に着

手した。 

                              （インフラアルミ化委員会） 

 

5.3-3 平成 29 年度日本アルミニウム協会賞の選考 

平成 29 年度日本アルミニウム協会賞選考委員会の推薦を受け、理事会で、下記受賞者を選考し

た。表彰式は、平成 30 年 5 月 25 日に開催の定時総会会場にて行われる。 

 

(1) 功績賞 

竹内 進 株式会社エンケイ・テストアンドラボラトリー 社長 

【授賞理由】 

竹内氏は車輪委員会の委員長を 2001 年 1 月から 2018 年 3 月まで、17 年 3 カ月もの長

期に渡って務め、その間、委員会活動を通じて自動車用アルミホイールの普及と品質・

安全性向上に多大な貢献を果たされた。 
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(2) 開発賞 

アルミニウム溶解炉専用リジェネバーナの開発 

河本 祐作  中外炉工業株式会社 

北村 和也  中外炉工業株式会社 

片山 智樹  中外炉工業株式会社 

 

親水性および排水性に優れたプレコートフィン材の開発 

荻原 加奈  株式会社 ＵＡＣＪ 

藤村 涼子  株式会社 ＵＡＣＪ 

笹崎 幹根  株式会社 ＵＡＣＪ 

芦田 康成  関西ペイント株式会社 

清水 洋二  株式会社 UACJ トレーディング 

 

(3) 開発奨励賞 

アルミニウム製大型電動ルーバー 

石田 保夫  ＳＵＳ株式会社 

柏木 栄治  ＳＵＳ株式会社 

中山 勝訓  ＳＵＳ株式会社 

 

(4) 技術賞 

アルミ製高級ＬＥＤ照明器具の開発 

土井 和之  不二サッシ株式会社 

渡辺 正夫  不二サッシ株式会社 

福井 隆浩  不二サッシ株式会社 

 

アルミ屋内用吸音機能付仕上材 

崎本 佑  日本軽金属株式会社 

小池 夏樹  理研軽金属工業株式会社 

 

5.3-4 アルミニウム・リサイクル新プロセスの実用化研究 

 平成 21～24 年度 NEDO 省エネルギー事業にて、X 線を用いた固体スクラップ選別システムの

実用化開発を実施した。平成 25 年度では、上記選別システムの残された課題解決を目指して、

レーザーを用いる LIBS 選別の検討を進め、経済産業省平成 26 年度「エネルギー使用合理化

技術開発費補助金（省エネ型リサイクルプロセス実証支援事業費補助金）」に「省エネ型アルミ

水平リサイクルの LIBS ソーティング実証事業」（ハリタ金属㈱他）が採択された。 

平成 26、27 年度 2 年間の事業活動の成果として、目標とした①各合金系の相互分離で回収率
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90％以上、品位 90％以上、②ソーティング速度 1ｍ/秒以上、③ソーティング処理能力 0.25t/h

以上、④ソーティングコスト 20 円/kg 以下を全てクリアした。この結果 LIBS ソーティングの

事業性が実証された。また、平成 28 年度から（3 年間）新たな NEDO 事業として、LIBS ソ

ーティングを利用した『「動静脈一体車両リサイクルシステム」の実現による省エネ実証事業』

が採択され（ハリタ金属（株））、当協会内に鉄道事業者、車両メーカー、アルミ車両材メーカ

ー、リサイクル事業者等による「アルミ車両の水平リサイクル推進委員会」を設置し、溶解試

験や再生材規格などの検討を進めている。 

（中長期需要・技術開発委員会） 

 

5.3-5  アルミニウム建築構造の普及に関する活動 

(1) 講演会・協議会表彰の実施 

6 月 6 日にホテルアジュール竹芝に於いて、第 24 回年次講演会を開催した。講師は北川原温

氏（東京藝術大学教授、北河原温建築都市研究所 主宰）で 87 名が参加した。     

また、第 5 回の協議会表彰として、ホーム上家や喫煙所および待合所などを計画するにあた

り、アルミニウムの軽量で耐候性にすぐれた特長を活かした構造形式を採用した「JR ホーム

上家」が選ばれ、東日本旅客鉄道株式会社八王子支社から八王子建築技術センターを表彰し

た。 

(2) 機関誌発刊・ホームページメンテナンス 

10 月 24 日に機関誌「AL 建」45 号を発刊した。発行部数は 1,300 部である。 

第 24 回通常総会を開催（平成 29 年 6 月 6 日）し、平成 29 年度事業計画を報告した。さら

に、アルミの使用事例としてアルミニウム合金製接着ハニカムパネルを用いた庇や JR 駅前

のシェルターや t2（ティーツー）という名称のアルミ製ミニマルユニットで耐火認定を取得

したアルミ製パネルを構造材に採用した製品などを紹介した。その他、薄板についての技術

紹介や特集では、昨年の前島彩子氏の「築 40 年超のアルミ住宅」の続編として「アルミ住

宅の工法比較」と、㈱LIXIL 石井久史氏による「建築におけるアルミニウム合金の新たな

居場所」を掲載した。                      

  またホームページでは「管理技術者認定講習会修了考査問題・解答」、「アルミニウム建築構

造設計規準・同解説」改訂版の講習会の開催案内や、開催報告など情報を提供した。 

  (3) その他 

平成 29 年 11 月 10 日～11 日に年次講演会で北河原温氏からご紹介された、久遠寺の宝物庫

の見学会を実施、11 名の参加。（委員会員 7 名+会員企業 3+他 1 名）。  

（アルミニウム建築構造普及事業） 

 

5.3-6 自動車技術展におけるアルミ化動向調査 

自動車技術会創立70周年の節目となる今回は、出展社数565社*1（2016年比27社増）、来場

者数90,687名（同3,312名増）といずれも過去最高を記録し、大盛況であった。 
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*1）自動車：13社（11）、部品：153社（151）、材料：61社（53）、テスティング：179社

（175）、CAEソリューション：37社（40）、カーエレクトロニクス：28社（24）、R&D・出

版・団体・他：94社（84） ｛注記（ ）内は2016年実績｝ 

特別企画展示は“社会が変わる、技術が変わる、くるまが変わる”をテーマに、往年のくるま

たちが、時代の転換期を革新技術を以って乗り越えてきた歩みを振り返っていた。 

車両展示は、くるまを取り巻く世の中・時代の変遷を、大衆への普及(1960年代～)、排出ガス・

燃費技術(1970年代～)、魅力・高性能技術(1980年代～)、安全技術(1990年代～)、先進環境技

術(2000年代～)に分け、トヨペット クラウンやスバル 360などの往年の名車が展示されてい

た。 

昨今の環境対応に伴い、軽量化に向けた種々の部品・材料の展示が見られた。本年もアルミ部

品に加えて、鉄・樹脂などの競合材や、異種材料の接合技術にも着目して調査を行った。 

アルミ部品の展示は、例年と同じくダイカストによるエンジン・足回りなどでの採用例が多数

あり、薄肉化による軽量化に加え、押しピンを当てない工法で面削加工を不要とし加工費を削

減したトランスミッションカバーや、トポロジー最適化設計により、薄肉軽量化したサブフレ

ームが展示されていた。また、高熱伝導性ダイカスト用アルミ合金を使用した環境対応車用の

ヒートシンクが展示されていた。押出形材では、高強度かつ圧壊性に優れた7000系合金を利

用した量産化されたロッカーが展示されていた。 

調査結果の詳細は、協会HP「自動車の部屋」および季刊誌アルミニウム（VOL.24 No100.・

2017年秋号）に掲載した。 

 （自動車アルミ化委員会） 

 

5.3-7 第 45 回東京モーターショーにおけるアルミ化動向調査 

第 45 回東京モーターショーが 2017 年 10 月 25 日～11 月 5 日の期間で開催され、自動車を取り

巻く環境変化に応じ、さまざまな技術革新が進む中、自動車産業の枠にとどまらず「これまで

のモビリティの価値を拡張していく」というビジョンを掲げ、変化に応じた取組みのスタート

として「世界を、ここから動かそう。BEYOND THE MOTOR」というステートメントが設定されて

いた。 

出展メーカーは、自動車メーカー国内 9 社、海外メーカー12 社(イギリス、イタリアからの出

展が消え、アルミニウムを多用するジャガー／ランドローバー社の出展が今回は無かった)、商

用車国内 3 社、海外 3 社（UD トラックス含)、二輪国内 4 社、海外 3 社他で、世界 10 ヵ国約 153

社出展（前回 160 社）と約 10 社減となったものの、前回ならびに前々回と同様の規模であった。

また、日本初公開車は 78 台（前回 81 台）で、こちらもほぼ前回並みであった。 

電気自動車（EV）、並びに自動運転化技術の革新とともに、新たなる車のあり方の提案等が展示

され、各自動車メーカーは電動化・自動運転化は勿論のことだが、自動車の操る楽しさを思わ

せるスポーツカーの提案もあった。 

来場者数は 771,200 人と、初日週末の悪天候の影響もあり、終盤において 3 連休の効果はあっ
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たものの、前回の 812,500 人から 41,300 人少ない結果となった。 

2017 年の東京モーターショーは将来の電動化に向けた新たな提案として、EV あるいは HEV のコ

ンセプトカーの展示、次世代フラッグシップカーのあるべき姿の展示、過去名車の復活を思わ

せる展示等があった。部品メーカーの展示では、自動運転化や電動化へ対応するための軽量新

素材への材料置換の提案があった。 

将来確実に進むであろう、電動化・自動運転化技術は、未だ開発途上の状態であり、信頼性が

高く、安心・安全な車社会への貢献に結びつくテクノロジーの発展が必須となると考える。EV

化は、モーターや電池の開発が進む中で、より効率的にエネルギーの使い方を考える必要があ

り、そのためにも軽量化技術が必須で、軽量素材の適用検討が日々進められている中、高強度・

軽量素材として CFRP が注目を集めているが、生産性やコスト面で大きな課題となっているよう

である。 

軽量素材としてのアルミニウムは、特徴であるリサイクル性を考慮すれば、軽量化メリットと

ともに環境にやさしい素材として、十分に魅力ある材料と考えられる。また、更に適用部位を

拡大するためには、異種材料との共存と、そのための接合技術が重要な課題になると考えられ

る。 

調査結果の詳細は、今後、協会 HP「自動車の部屋」および季刊誌アルミニウム（VOL.25 No102.・

2018 年春夏号）に掲載予定。 

（自動車アルミ化委員会） 

 

5.3-8 北米自動車アルミ化動向調査 

自動車アルミ化委員会では、北米自動車産業のアルミ化の動向を調べるため、北米国際オート

ショー（デトロイトモーターショー）の開催に合わせた 1 月 14 日～20 日の期間、6 社 11 名の

調査団を派遣した。 

調査団はモーターショーにおけるアルミ化動向調査に加え、FORD ルージュ工場の見学、北米ホ

ンダ PMC の NSX 製造ラインの工場、及び技術交流会を行った。 

報告書は現在取りまとめ中。追って、協会 HP「自動車の部屋」および季刊誌アルミニウにて公

開予定。 

（自動車アルミ化委員会） 

5.3-9 アルミホイールの需給動向調査 

昭和 51 年よりアルミホイールの生産、販売について、車輪委員会加入のホイールメーカー（11

社）を対象として自主統計を行い公表している。平成 29 年暦年の国内生産実績は 12,808 千個

（前年比＋9.4％）、輸入 6,538 千個（前年比－1.4％）、合計では 19,346 千個（前年比＋5.5％）

と国内生産は増加したが、輸入は減少した。なお 1～12 月期の自動車国内生産台数（日本自動

車工業会統計：四輪車）は前年比＋5.3％と増加、12 月末ホイール在庫は、対前年比－1.7％の

762 千個となった。 
                                  （車輪委員会） 
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5.3-10  VIA 登録制度の推進 

日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会 JAWA 事業部、目本車両検査協会および日本

アルミニウム協会の 3 団体で構成・運営している自動車用軽合金製ホイール試験協議会では、

アフターマーケットで販売されるアルミホイールの安全性の確保と品質向上を図り、消費者の

保護に資するよう、国土交通省・技術基準（JWL）に基づくアルミホイールの性能確認による

VIA 登録をおこない、VIA マークを付与している。 

(1) 試験条件表の改正 

自動車の諸元表・タイヤ規格の改訂及び海外のタイヤ、ホイール規格に関する最新情報を入

手し、VIA 試験条件表を見直して改正・発行した。 

(2) 設備審査 

国内外のホイール試験設備の現地審査をおこない、承認されたメーカーには承認試験機によ

る試験成績書で書面審査をおこない、併せてその中の代表型式による確認試験で VIA マーク

を付与し、申請者の利便と登録の促進を図っている。現在承認試験機を所有している企業は

日本も含め 11 カ国 141 事業者（中国：76、日本：18、台湾：19、その他：28）となってい

る。 

(3) サーベイランステスト 

VIA マークが表示されているアルミホイールの強度確認のため、サーベイランステストを実

施している。本年度は、流通量の多い商品、過去 5 年間にサーベイランステストで不合格と

なった事業者の商品、過去 5 年間にテスト抽出が無い事業者の商品、JAWA 事業部新規会員

の商品 34 点を選定し、国土交通省の定める性能試験を実施して品質の確認をおこなった。 

(4) 普及活動 

「アルミホイール VIA 登録」ホームページにより、日本語版、英語版、中国語版にて最新の

情報（規定集、試験条件表、等）提供を行なっている。       

  （車輪委員会） 

5.3-11  アルミニウムホイールリサイクル調査 

車輪委員会では、委員会社からの統計データ（アルミホイール製造量と販売量）を集計し、月

単位で公表してきたが、アルミホイールの静脈流（回収マテリアルフロー）については、実態

は把握できていなかった。国内で年間アルミホイールはどのくらいリサイクルに回っているか、

その傾向をつかみ、回収率、再生資源利用率を如何に上げられるか、その方策を検討するため

に平成 21 年度から実態調査を実施している。平成 29 年度は平成 28 年度の暦年ベースの実績

を集計し、調査結果をアルミホィール統計資料 No.33 に掲載した。アルミホイールメーカー10

社、二次地金メーカー10 社、サッシメーカー3 社、自動車メーカー1 社の計 25 社にご協力頂

いた。（二次地金メーカーのうち 9 社は（一社）日本アルミニウム合金協会にご協力頂いた。） 

（車輪委員会） 

5.3-12  アルミホイールの自動車技術会規格対応 

アルミホイールの規格標準化に関して、業界の意向を国土交通省、日本自動車工業会、自動車
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技術会等に反映させる活動を継続実施した。 

平成 29 年度は、JASO C305-1 および C305-2 英語版の改正、JASO C303:1986 ホイールバラ

ンシングウエイトの改正可否の審議、ISO TC22/SC33/WG5 への対応等を実施した。 

（車輪委員会） 

5.3-13 アルミニウム合金製鉄道車両の車体強度の研究 

アルミニウム合金製車両構体の衝突安全性に関するシミュレーション解析手法の構築を進めて

いる。平成 23 年度に実施した落錘衝撃試験（アルミ車両に使用しているダブルスキン構体を

模擬した 2 種類の試験体）を車両メーカー各社により解析した結果、大きく破断しない場合は

試験結果と解析結果はよく一致することが判ったが、破断した試験体では大きく異なる結果と

なった。そこで平成 26 年度から、引き続き構造物の破断を数値シミュレーションで再現すべ

く、解析に必要な破断歪みに影響を与える応力三軸度や要素サイズとの関係、溶接継手部の引

張試験、応力三軸度がゼロとなるせん断状態を調査し、それらを考慮した解析の実現性を平成

30 年度にとりまとめる。 

（アルミニウム車両委員会） 

5.3-14  アルミニウム合金製鉄道車両の生産状況調査 

アルミニウム合金製鉄道車両の生産状況について、各鉄道事業者の形式別に平成 28 年度の生

産両数を集計してとりまとめた。集計結果は普通鉄道が 907 両(対前年比 117％)で、モノレー

ルおよび新交通システムを含めた総数では 943 両（対前年比 110%）となり、6 年ぶりに 900

両を上回った。また、（一社）日本鉄道車輌工業会発表の生産合計に対し、アルミ化率は 49.6％

（対前年比 0.3 ポイント減）となった。そして昭和 37 年からの累計生産両数は普通鉄道で 22,985

両、総数では 24,000 両となった。 

（アルミニウム車両委員会） 

 

5.3-15  アルミニウム合金材ボルト結合暴露試験 

アルミニウムは鉄やステンレス鋼と接触させる事で異種金属接触腐食を生ずる事が知られてい

るが、アルミニウム製高欄は、レール（横梁）、支柱、およびバラスター等の各部材の多くは、

ステンレス鋼製ボルト、ナットを用いて締結されている。これまでに実施されてきた耐食性確

認のための暴露試験では、生地のアルミニウムを使用し、暴露方法は、垂直暴露を選択してい

るため、高欄の状況（複合皮膜などの表面処理を施したアルミニウムがボルト締結され、その

多くは軒天環境下におかれる）を再現したものでは無い。そのため、平成26年3月に（一財）

日本ウェザリングテストセンター宮古島暴露試験場に試験片240枚を設置し、5年を暫定期限と

して暴露試験を開始した。試験片は、実際に高欄に使用されているA6061S-T6材、A6N01S-T5、

A5083P-O、A3004P-H32を使用し、ボルトは無処理、ジオメット処理、ワッシャーのみ塗装、

絶縁の4種を使用した。バラスター（高欄の格子部分）に関しても、実際の取付状態にて試験

を行う。この試験により、アルミニウムがボルト締結された場合のボルト周辺の腐食挙動の把

握とボルト周辺の腐食挙動に及ぼす暴露環境（直接暴露/軒天暴露）の影響を明らかすることが
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できる。平成27年3月には、設置から1年経過、平成29年4月には3年経過したサンプルを回収し、

分析を実施した。分析結果は、論文にまとめ、土木学会「構造工学論文集」に掲載される予定

である。5年経過後の平成31年3月に同様にサンプルを回収し、事前の促進試験等との比較を通

じて耐食性の説明資料を作成する。 

（土木製品開発委員会） 

 

5.3-16  コンクリート環境下におけるアルミニウムの長期耐久性調査 

アルミニウムは優れた耐食性を有しており，塩害地域等高い耐食性を求められる地域を中心に

アルミニウム製の高欄，車両用防護柵および照明ポールに広く使用されている。上記製品の支

柱は，コンクリート中においても，異種金属接触腐食を防止することで長期間にわたり問題無

く使用されている。 アルミニウムのコンクリート中における腐食挙動に関する調査報告は複数

存在しており，コンクリート硬化後のアルミニウムの腐食速度は遅いことが知られている。し

かし，アルミニウムのコンクリート中における強度という観点から長期耐久性を検証した報告

は無い。そこで，コンクリート中に埋設されて使用されるアルミニウム製品の長期耐久性を，

腐食挙動および機械的性質の両面から確認する事を目的として，ラボ試験，暴露試験ならびに

実体調査の実施に着手した。ラボ試験は、平成28・29年度に完了し、平成30年度に暴露試験に

着手するため、試験体の準備を行った。 

（土木製品開発委員会） 

 

5.3-17  アルミニウム合金製桁橋「金慶橋」平成29年度土木学会選奨土木遺産認定 

本橋は、1961年6月に本邦初の全溶接アルミニウム橋梁として、芦有開発株式会社殿（現芦有

ドライブウェイ株式会社殿）により兵庫県芦屋市と有馬温泉を結ぶ芦屋－有馬間有料道路に架

橋された。本橋にアルミニウムが用いられた主な理由は、有馬地区の地盤が軟弱なため橋体重

量を軽減する必要があったためである。本橋は、竣工以来56年が経過したが、その間、橋桁部

には、一切の改修・補修は実施されず、また、冬季に橋面に凍結防止剤が散布されるにもかか

わらず、いわゆるノーメンテナンスで使用されてきた。本橋は、土木構造物・土木製品にアル

ミニウムが使用される先駆けとなり、その後に水門、防護柵、照明柱、シェルターなどにアル

ミニウムが採用される際、好適な先行事例として紹介されてきた。特に、長寿命化によるLCC

（ライフサイクルコスト）の低減という観点から、メンテナンスコストが極小であるというア

ルミニウムの特徴が、いかんなく発揮されている。土木製品開発委員会は、橋桁の経年変化を

調査するため、これまでに1995年、2007年、2012年、2017年の4回、本橋の現地調査を実施し

た。いずれの調査でも主桁、腹板、対斜構の母材部、溶接部および熱影響部、さらにリベット

締結部などに微小な点食が発生しているものの局部的な著しい腐食割れ等は観察されず、極め

て健全な状態を維持しており、現状のままでも今後さらに長期間の耐久性が期待できるとの報

告がなされている。2017年の調査結果は、株式会社建設図書刊「橋梁と基礎」誌2017年9月号

に掲載された。 
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公益社団法人土木学会は、社会へのアピール、土木技術者へのアピール、まちづくりへの活用

などを促すことを目的に平成12年度より年間約20件を選奨土木遺産として認定している。上記

概要のとおり「金慶橋」は、選奨土木遺産として認定される価値を有していると判断したため、

所有者の芦有ドライブウェイ株式会社の同意を得て当協会が推薦者として平成29年度選奨土

木遺産に申請した。その結果、「金慶橋」は平成29年度土木学会選奨土木遺産23件のひとつと

して認定され、9月25日に同学会より発表された。認定後には、外部に対する広報行事の開催

が義務付けられているため、推薦者の一般社団法人日本アルミニウム協会の主催、所有者の芦

有ドライブウェイ株式会社の共催、土木学会関西支部の後援で、「金慶橋」に関する講演会およ

び見学会を2018年5月に開催する。 

（土木製品開発委員会） 

 

5.3-18  「橋梁用アルミニウム合金製検査路」技術資料作成受託 

 国土交通省は、道路・橋梁の老朽化対策として、平成 26 年 7 月より全国の橋梁（約 70 万橋と

トンネル（約 1 万本）に対して 5 年に 1 度、近接目視による点検を義務付けた。これにより橋

梁の点検のため、検査員が容易に移動・近接できる検査路が必要となってきた。高速道路の建

設・管理に関する研究開発を行っている㈱高速道路総合技術研究所は、同社の設計要領に「橋

梁用アルミ合金製検査路」を新たに掲載するため、そのもととなる技術資料の作成業務を土木

製品開発委員会に依頼した。 

この実験結果は、同研究所発行の「高速道路設計要領」平成 29 年 7 月版に「橋梁用アルミ合金

製検査路」規格として掲載された。これにより市場規模が 1 兆円を超える橋梁用検査路へのア

ルミの採用が飛躍的に拡大することが期待される。 

（土木製品開発委員会） 

 

5.3-19 沖縄地区アルミニウム合金製土木製品の耐久性調査 

土木製品開発委員会耐は、アルミニウム合金製土木製品の耐久性を検証するため、全国各地で

使用されている防護柵などのアルミニウム合金製土木製品の調査を行っている。継続的な調査

の対象としている物件は、全国で 50 数物件である。そのうち、我が国で最も厳しい腐食環境で

ある沖縄地区では、平成 25 年度に 14 物件を対象に調査を実施した。平成 29 年度の調査は、10

物件を対象とした。これらの物件の長期耐久性を目視調査した結果、設置後 20 年以上経過した

ものでも著しく腐食などが進行しているものはなかった。しかし、10 年以上経過した防護柵は

経年変化により日射を受ける外面では変退色や白亜化が進んでおり、トップレール軒天部は、

飛来塩分が降雨で洗い流されず残り易いため、浅い孔食が点在している物件も数件有った。ま

た、ステンレスボルト周囲に異種金属接触腐食が生じ、深い孔食が発生している防護柵もあっ

た。なお、一部の古い製品の鉄芯が入っているバラスターでは、鉄芯が接触している部位のア

ルミニウムが異種金属接触腐食で大きく欠損して穴が開いているものもあった。土木製品開発

委員会では、引き続き耐久性の調査を継続し、結果は取りまとめて委員会構成会員会社へ報告
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する。 

（土木製品開発委員会） 

 

5.3-20  特許関連情報調査等 

本年度は特許庁と意見交換会は、先方からの申し入れで休会とした。 

JETRO バンコク知的財産部ではタイ王国商務省知的財産局（DIP）審査官の育成のため、日本

特許庁での実習受け入れや、日本企業の知財担当者が講師となる技術説明会を企画・主催する

等支援を行っていることから、特許委員会は JETRO バンコクと共同で、アルミ関係の特許出

願の審査促進を目的に、DIP にてアルミ圧延技術の基礎に関する研修会を開催した。 

合わせて、東南アジア知財ネットワーク（SEAIPJ）タイ WG との情報交換会、Asian Honda 

Motor Co., Ltd との異業種交流会を実施し、東南アジア地域の知財情報の収集を行った。 

                                                         （特許委員会） 

 

5.4  受託・補助事業    

 

5.4-1 国際幹事等国際会議派遣事業（経済産業省からの受託事業） 

従来の重点 TC 等国際会議派遣事業は、平成 24 年度より国際幹事等国際会議派遣事業としてよ

り幅広く取り扱われることになった。本年度はアルミニウム展伸材に関する ISO 国際会議が中

国（北京）で開催されたため、本事業としての補助金を申請した。 (5.1 項の規格標準化を参照)  

（標準化総合委員会） 

 

6. アルミニウムに関する広報及び出版事業 

 

6.1 PR 活動 

 

6.1-1 小中学生向け「絵画コンクール」の実施 

平成 29 年度は、前年度に続き経済産業省の後援を得て、第 7 回目のコンクールを実施した。 

「未来のアルミ」と「あったらいいな、こんなアルミ」をテーマにした絵画・イラストを小学校

5・6 年生と中学生を対象として平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 1 月 31 日の期間に募集した。

日本全国から過去最高となる 1,840 作品もの応募があった。入賞 26 作品は、3 月 7 日にホーム

ページで発表し、そのうち「日本アルミニウム協会会長賞」・「最優秀賞」・「優秀賞」・「審査員

特別賞」の 6 作品を対象として、3 月 29 日に東京・九段下のホテルグランドパレスで理事会後

に表彰式と懇談会を開催した。 

（企画運営委員会） 
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6.1-2 子供向け学習用教材の配布 

子供向け学習用教材「アルミ！なるほどミュージアム」を大阪市立科学館、高機能金属展（東

京・大阪）、大学、各種イベント等で配布した。 

（広報委員会） 

 

6.1-3 高機能金属展への出展 

4 月 5 日～7 日に東京ビッグサイトで開催された第 4 回高機能金属展、9 月 20 日～22 日にイン

テックス大阪で開催された第 4 回関西・高機能金属展に出展し、出展各社の支援をするととも

に、アルミニウムの PR に努めた。 

（広報委員会） 

6.1-4 鉄道会社とのタイアップ広報の実施 

東京メトロとのコラボレーションにより、9 月 22 日（金）～10 月 7 日（土）の 16 日間に亘り、

東京メトロの主要駅（全 44 駅）に「東京メトロ流アルミ車両進化論」と題するポスターを掲

示した。一昨年、昨年に続く第三弾であり、東西線をモデルとして、高いリサイクル性、メン

テナンスの容易さ、高い省エネ性などを PR した。 

（広報委員会） 

 

6.1-5 各種イベントへの協力 

（１）九州大学オープンキャンパス（8 月 6 日）、経済産業省「子ども霞ヶ関見学デー」（8 月 2 日

～3 日）でのアルミ製品展示依頼に対し、各社分担してアルミ製品を提供するとともに、説

明員として協力した。 

（２）低年齢層へのアルミ PR（新規取組み） 

①全国小学校理科協議会研究大会（東京大会）への出展（10 月 26 日：新宿文化センター） 

②小学校でのアルミホイルを使った創作活動の実施（11 月～12 月：江戸川区立西一之  

 江小学校、横浜市立美しが丘西小学校、江戸川区立大杉小学校の 3 校で実施） 

③小学校でのアルミ出張授業の実施（3 月 2 日：愛媛県八幡浜市立喜須木小学校）                           

（広報委員会） 

 

6.1-6  非鉄金属ネットワーク協議会（NET7）の活動の展開 

平成 20 年度に発足した NET７（日本アルミニウム協会、日本伸銅協会、日本電線工業会、日

本チタン協会、日本アルミニウム合金協会、日本マグネシウム協会、新金属協会）では、非鉄

金属産業の健全な発展のために、学生向け講演会・工場見学会の開催、共通ウエブサイト「メ

タルワンダーアベニュー」の維持管理等の活動を推進している。 

  （非鉄金属ネットワーク協議会） 
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6.1-7 インターネットホームページによる広報の充実強化 

一般ページでは、各種統計データ（アルミニウム圧延品の生産・出荷・輸出入動向、アルミニ

ウム製品の需要動向、地金市況等）および「アルミエージ」を更新した他、当会で実施してい

る各種行事・委員会活動、関係官庁からの案内等を適宜掲載し、一般への PR に努めた。また、

「アルミおもしろクイズ」を継続して実施し、応募者が希望するアルミ製品の中で、新規需要に

繋がるアイデアがないか検討した。（「アルミおもしろクイズ」は全 3 回実施）。 

会員専用ページでは、最近の行政動向、会員限定の講演会・研修会、内外の各種シンポジウム・

セミナーの調査レポート、中国関連資料等を適宜掲載するなど会員への情報提供および PR に

努めた。 

 

6.1-8 「アルミニウム」の編集発行 

最新のアルミニウム技術・開発動向、海外情報、委員会活動、などを掲載、季刊誌として 3 回

／年発行、頒布した。本年度は、No.99～101 を発刊。発行部数：1,300 部。 

（アルミニウム編集小委員会） 

 

6.1-9 「アルミエージ」の編集発行 

下記特集テーマで 2 回発行し、当協会会員をはじめ、ユーザー、官庁、学校、マスコミ、自治

体、全国の科学館、首都圏の公立図書館宛に配布し、アルミニウムの更なる PR に努めた。 

・アルミエージ No. 186（特集：宇宙）10,000 部 

・アルミエージ No. 187（特集：建築物）10,000 部 

（広報委員会） 

 

6.1-10 「アルミ協会レポート」の編集発行 

協会の月次の活動状況、内外情報、統計等をまとめた「アルミ協会レポート」を 9 回（No.274

号～No.282 号）発行し、会員専用ページに掲載した。 

 

6.1-11 アルミ協会ホームページ「鉄道車両の部屋」更新 

平成 25 年 11 月、アルミ製鉄道車両誕生 50 周年と 2 万両達成を記念して開設した「鉄道車両の

部屋」では、新たに導入されたアルミ車両の紹介（JR 東日本の四季島など 4 件）や、アルミ

車両の生産実績データの更新を行った。また、「技術と情報 講演会」の専用ページには 7 月

に開催した第 15 回講演会の資料４件を掲載した。         

 （アルミニウム車両委員会） 

 

6.1-12 アルミ協会ホームページ「自動車の部屋」更新 

 「自動車の部屋」では、平成 28 年度の自動車向けアルミニウム素材別需要量などのデータや、

平成 28 年度の国内外自動車のアルミ化による軽量化（特に欧州や北米）情報、自動車技術展



 － 43 － 

「人とくるまのテクノロジー展 2017」を掲載した。 

（自動車アルミ化委員会） 

 

6.1-13 アルミ協会ホームページ「アルミ箔の部屋」更新 

アルミ箔ホームページ「社会に貢献するアルミ箔の世界」に、新規コンテンツ（2 件）の掲載

をおこなった。 

 

6.2 出版 

 

各委員会を主体とした調査研究報告書および講習会テキスト、統計資料などを出版した。 

以下に一覧表で示す。 

平成 29 年度出版物リスト 

発行 

年月 
出   版   物   名 

定 価 

（円） 
部 数 版 頁 

29. 5 「アルミニウム」No.99（2017 年春夏号） 1,620 1,300 A4 34 
29. 8 アルミニウム統計年報（2016 年度版） 5,400 430 A4 66 
29. 9 「アルミエージ」No.186 非売品 10,000 ﾊﾝﾃﾞｨ 16 
29. 9 「アルミニウム」No.100（2017 年秋号） 1,620 1,300 A4 50 

29. 9 アルミニウムデータブック 

会員 
5,184 
非会員 
10,800 

320 A4 298 

29.10 アルミホイール統計資料 No.33 1,620 160 B5 57 
29.11 第 56 回アルミニウム技術研修会テキスト 非売品 450 A4 68 
30. 1 「アルミニウム」No.101（2018 年冬号） 1,620 1,300 A4 32 

30.3 平成 29 年度自動車のアルミ化技術講習会テキスト 

会員 
2,160 
非会員 
3,240 

150 A4  64 

30. 3 「アルミエージ」No.187 非売品 10,000 ﾊﾝﾃﾞｨ 16 

 

6.3  展示会・講習会・講演会・見学会 

 

6.3-1 アルミニウム技術研修会 

平成 29 年度開催の第 56 回アルミニウム技術研修会は、軽金属商協会と共催で次のテーマによ

り実施した。開催結果は、以下の通り。 

 (1) 開催日時 

  ・東 京： 2017 年 11 月 7 日（火）午後 〔きゅりあん〕     
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  ・名古屋： 2017 年 11 月 13 日（月）午後 〔名古屋銀行協会〕      

  ・大 阪： 2017 年 11 月 14 日（火）午後  〔OMM ビル〕 

   

  (2) 講演テーマ・講師 

  ・講演テーマ：講演 1「自動車のマルチマテリアル化とアルミニウムの適用」 

         講演 2「世界の有機 EL ディスプレイの製造と材料の動向と今後の予測」 

         講演 3「3D プリンタを用いたアルミニウムの高精度およびラティス構造に 

よる軽量化部品と高効率熱交換部品の造形事例の紹介」 

 

・講師： 

講演 1 杉本 幸弘 氏（マツダ株式会社 技術研究所 革新研究創成部門 主幹研究員） 
講演 2 服部  寿 氏（分析工房株式会社 照明・ディスプレイ事業部 シニアパートナー） 
講演 3 田内 英樹 氏（株式会社ホワイトインパクト 代表取締役） 

 

(3) 聴講者： 

区 分 軽金属商協会 日本アルミニウム協会 計 
東   京 152  69  221 
名 古 屋  51  10   61 
大   阪  49  30   79 

計 252 109   361 
 

 (4) 対 象：日本アルミニウム協会会員 

全国軽金属商協会会員（東京・名古屋・大阪・広島・九州の各地区軽金属商協会

及び各地区伸銅品問屋組合） 

 

6.3-2 自動車技術会「2017 春季大会材料フォーラム」での講演 

(1) 材料部門委員会「将来自動車を支える材料技術の進化」 

 ①期 日：平成 29 年 5 月 24 日（水） 

 ②場 所：パシフィコ横浜 

 ③参加者：390 名 

 ④内 容：「アルミニウムによる自動車軽量化の展望」 

      株式会社 UACJ 新倉昭男氏 

（自動車アルミ化委員会） 

 

6.3-3 講習会「平成 29 年度 自動車のアルミ化技術講習会」 

(1) 期 日：平成 30 年 3 月 1 日（木） 

(2) 場 所：きゅりあん (品川区立総合区民会館) 
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(3) 参加者：119 名 

(4) 内 容：アルミ化動向（委員長）、特別講演「Honda Super Sports NSX の車体軽量化技術

開発」（本田技術研究所 松浦広和氏・風間仁氏）、自動車用アルミニウム材料（ダ

イカスト・鋳物、展伸材・板、展伸材・押出）、自動車用アルミニウム材料の接合、

自動車用アルミニウム材料の表面処理 

（自動車アルミ化委員会） 

 

6.3-4 自動車技術会・材料部門委員会 公開委員会での話題提供 

(1) 期 日：平成 30 年 3 月 9 日（金） 

 (2) 場 所：自動車技術会 会議室 

(3) 参加者：約 30 名 

(4) 内 容：「製造条件管理の変革による鋳巣品質保証の取り組み事例～ＮＩ法の進化・Ｘ線全

数検査の廃止を目指して～」 

株式会社アーレスティ 大出 克洋氏 

（自動車アルミ化委員会） 

 

6.3-5  第８回ワークショップ（ワークショップと実務講座を隔年で実施） 

(1) 日 時：平成 29 年 10 月 31 日（火） 

 (2) 場 所：日本アルミニウム協会 第１・２会議室 

(3) 参加者：22 名 

(4) 内 容：下記講演会を実施 

「アルミホイール加工用フローフォーミングマシンの動向」 

日本スピンドル製造株式会社  谷口 真一 氏 

「設備審査について」 

一般社団法人 日本車両検査協会 舩生 渉 氏 

「アルミニウムによる自動車軽量化技術と将来展望」 

元 株式会社 神戸製鋼所  相浦 直 氏 

                                                        (車輪委員会)  

 

6.3-6  車輪委員会への話題提供 

(1) 日 時：平成 30 年 4 月 3 日（火） 

 (2) 場 所：日本アルミニウム協会 第１・２会議室 

(3) 参加者：14 名 

(4) 内 容：「アルミニウムの化学特性」 

       日本アルミニウム協会 理事 難波江 元広 氏 

 (車輪委員会) 
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6.3-7  安全委員会 異業種交流会開催 

(1) 訪問 

日 時：平成 29 年 11 月 13 日(月) 

場 所：新日鐵住金（株）君津製鉄所 

  参加者：16 名 

(2) 受入れ 

 日 時：平成 29 年 11 月 20 日（月） 

 場 所：神戸製鋼所（株）真岡製造所 

 参加者：日本製紙連合会 15 名 

 (安全委員会・関東地区委員会) 

 

6.3-8 アルミニウム車両委員会の話題提供 

(1)平成 29 年 5 月 16 日(火) 

内 容：①吸音機能付仕上材『アルミッシモ』 日本軽金属（株）安在英司氏 

    ②押出加工性および耐食性に優れた航空機用新合金 AA2013 の開発  

（株）UACJ 八太秀周氏 

(2)平成 30 年 2 月 16 日（金） 

内 容：①アルミ車体 50 年の歴史と新車 20000 系の紹介 相模鉄道(株) 関根 雅人氏 

②アルミニウム合金製架線支持ビームの開発 日軽金アクト（株）齋藤 栄徳氏 

（アルミニウム車両委員会） 

 

6.3-9 第 15 回講演会「アルミ車両 技術と情報」 

(1) 期 日：平成 29 年 7 月 4 日(火) 

(2) 場 所：きゅりあん(品川区立総合区民会館) 

 (3) 参加者：135 名 

(4) 内 容： 

 ①主な鉄道プロジェクトと海外展開に向けた取組み 

（国土交通省 鉄道局 秋元亮一氏） 

②TWILIGHT EXPRESS 瑞風の概要（西日本旅客鉄道 田邊尚紀氏） 

③TRAIN SUITE 四季島の概要 （東日本旅客鉄道 菊地隆寛氏） 

④車両の国際規格の動向（鉄道総合技術研究所 芳賀昭弘氏） 

⑤アルミニウム合金の各種接合技術についての解説（神戸製鋼所 今村美速氏） 

（アルミニウム車両委員会） 
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6.3-10 アルミニウム車両委員会見学会 

(1) 期 日：平成 29 年 10 月 19 日（木）、20 日（金） 

(2) 場 所：東海旅客鉄道(株)浜松工場、ヤマハ発動機(株)磐田本社工場、日本車輌製造(株)豊

川製作所 

 (3) 内 容：JR 東海では 2017 年 1 月にリニューアルした全般検査工場を、ヤマハ発動機では

本社工場でボディとエンジンの組み立て工程など、日本車両では新幹線 N700 系の

先頭車両やアルミダブルスキン構体の組立ラインなどを見学した。 

   （アルミニウム車両委員会） 

6.3-11 特許委員会外部講師講演会 

(1) 日 時：平成 30 年 3 月 8 日(木)  

 (2) 場 所：日本アルミニウム協会 第１・２会議室 

(3) 参加者：20 名 

(4) 内 容：「特許事務所からみた海外出願戦略」 

志賀国際特許事務所 内外国部門統括部長 小畑 芳春 氏 

（特許委員会） 

 

6.3-12 「土木製品開発委員会」50 周年記念講演会開催 

 土木製品開発委員会は、昭和 42 年（1967 年）に当協会の前身団体で社団法人軽金属協会（当

時）に設置され、平成 29 年（2017 年）で 50 年となった。そのため、創設 50 周年記念の講演

会および懇親会を 11 月 14 日（火）、ホテルグランドパレス（東京・九段下）において開催し

た。講演会・懇親会には、委員・関係者約 80 名が参加した。講演会では、鶴巻政人委員長（三

協立山）の開会挨拶の後、須田良輔幹事（ＡＡＧエンジニアリング）より 50 年の歴史につい

て説明があり、続いて、日本道路交通情報センターの藤本貴也副理事長が、「アルミニウム土木

製品開発委員会の発展と社会資本整備の未来」と題して講演があり、岐阜工業高等専門学校伊

藤義人校長（名古屋大学客員教授・名誉教授）からは、「56 年経過したアルミニウム合金橋梁

金慶橋」について講演があった。講演会の終了後、住軽日軽エンジニアリング 代表取締役社長 

岸野邦彦様の挨拶・乾杯発声により懇親会が開催された。来賓を代表して元委員長の島津清修

様（元昭和アルミニウム）からは、祝辞があり、その後、飯田尚明幹事（株式会社住軽日軽エ

ンジニアリング）の中締めとなった。 

（土木製品開発委員会） 

 

6.4  リサイクル推進啓発事業 

 

アルミ缶委員会でアルミ飲料缶の普及促進のために製作し、会員会社へ販売した「山口のお茶

小野茶 300g ボトル缶」の一部を使用してリサイクル促進のため、以下の施策を実施した。 

(1)「3R（リユース・リデュース・リサイクル）推進月間」でのイベント缶プレゼント実施 
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 経済産業省を中心として 10 月に実施された３R 推進月間に一般応募者 800 名に対してイベ

ント缶を進呈する企画を実施した。 

(2)学術関係者へのイベント缶提供 

アルミ飲料缶普及の一環として、特に協会活動に参画し、指導を仰いでいる学術関係者・ 

コンサルタント等に計 225 ケースを送付した。 

 (3)容器包装リサイクル法見直しに向けた対応 

3R 推進協議会の講演会等に参加するなど、容器包装リサイクル法見直しに関する検討状況に

ついての情報収集を行った（村山専務理事が審議会委員として参加）。 

(4)アルミ缶リサイクル協会の自主行動計画（学校表彰等）支援 

                               （アルミ缶委員会） 

 

6.5  記者会見の開催 

 

軽金属記者クラブ加盟会社等を対象に理事会終了後、会長・副会長の定例会見を 3 回、定時総

会後と大阪における賀詞交歓会開催時にそれぞれ記者会見を開催した。11 月 13 日には会長・

副会長との記者会見及び記者懇談会を実施した。 

 

7. 人材育成事業 

 

7.1 アルミニウム産業製造中核人材育成事業 

 

経済産業省の「産学人材育成パートナーシップ事業」による 3 カ年（平成 19 年度～21 年度）

に亘る教育プログラムの開発を終了し、平成 26 年度まで毎年日本アルミニウム協会の「アル

ミニウム製造中核人材育成講座」を開講したが、平成 29 年度もアンケート等前年度実績を活

かした内容で開講した。講座の概要は以下の通り。 

・「材料の強度・強化メカニクス」コース：大阪大学、渋谷陽二教授、2 日間（7/14・15）、受

講者 28 名 

・「熱処理」コース：東京工業大学、熊井真次教授、3 日間（9/14～16）、受講者 18 名 

・「溶解鋳造」コース：京都大学、安田秀幸教授、3 日間（9/21～23）、受講者 18 名 

・「加工（圧延・押出）」ｺコース：岐阜大学、吉田佳典准教授 3 日間（9/27～30）、受講者 17

名 

受講生の声を今後の運営に活かすため受講生全員にアンケートを課した。また、講座の円滑

な運営を図り、かつ、受講生間の今後の交流に資するため懇談会を催し、講師・アシスタン

トも参加して意見交換会を開催した。全コース終了後アンケート結果をとりまとめ、技術企

画委員会および各講師へ報告した。（技術企画委員会、ｱﾙﾐﾆｳﾑ製造中核人材育成講座運営委員

会） 
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7.2  アルミニウム研究助成の拡充 

 

平成 29 年度は、合計 22 件の研究を助成した。内訳は、平成 28 年度からの継続 11 件、平成

29 年度の新規採択 11 件であった。 

また、平成 29 年度中に平成 30 年度の助成の公募を行い、全国 16 の大学並びに 4 高専、1 公

設機関から合計 29 件のアルミニウム研究課題の応募があった中から、新規課題として 12 件を

採択した。 

 

7.2-1 平成 30 年度新規採択課題 

①工業用純アルミニウム合金の機械的特性におよぼす微量元素の調査 

東京大学 大学院 工学系研究科マテリアル工学専攻  助教  江草 大佑 

②超高強度アルミニウム合金を用いた革新的高強度接合プロセスの確立 

大阪大学 大学院 工学研究科マテリアル生産科学専攻  准教授  小椋 智 

③アルミニウム合金 OCC 材の組織制御と高強度化 

千葉工業大学 大学院 工学研究科工学専攻   博士課程 澤谷 拓馬 

④マルチ機能材料バイモーダルポーラスアルミの開発 

神奈川大 工学部物質生命化学科    特別助教 田邉 豊和 

⑤Li 金属二次電池における Li デンドライト析出検知 Al セパレータの開発 

早稲田大 ナノ･ライフ創新研究機構    准教授  奈良 洋希 

⑥アルミニウムの電鋳接合技術の開発 

京都大学 大学院 エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻准教授  袴田 昌高 

⑦大気腐食環境下におけるアルミニウムの孔食発生挙動 

関西大学 化学生命工学部化学・物質工学科   助教  廣畑  洋平 

⑧金属アルミニウム前駆体液体の創出 

北陸先端科学技術大学院大学    助教  増田 貴史 

⑨Al ナノシリンダーアレイの作製と蛍光制御 

京都大学 大学院 工学研究科材料化学専攻   助教  村井 俊介 

⑩アルミニウム合金のしきい応力以下での極低速クリープ変形機構 

九州大学 総合理工学研究院    助教  山﨑 重人 

⑪産業スケールでのアルミ溶湯処理に対する CAE 適用のためのモデル開発 

東北大学 大学院 環境科学研究科先端環境創成学専攻  助教  山本 卓也 

⑫Al-Si 鋳造合金における共晶 Si 粒子形態の最適化による力学特性向上の検討 

豊橋技術科学大学 工学研究科機械工学専攻   博士課程 古田 将吾 

7.2-2 平成 29 年度からの継続課題 

①多軸鍛造法による超微細粒高強度アルミニウム合金の創成 
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豊橋技術科学大学 機械工学系    助教  青葉 知弥 

②新規スラグフローテーション法を用いたアルミニウム高度リサイクルプロセスの開発 

八戸工業高等専門学校 産業システム工学科   准教授  新井 宏忠 

③レーザ積層造形法を用いたアルミニウム系高熱伝導性複合材の開発 

大阪産業技術研究所 加工成形研究部     主任研究員 木村 貴広 

④成形限界応力を用いたアルミニウム合金の曲げ曲げ戻し破断予測 

東京農工大学 工学府機械システム工学専攻   博士課程 関口 千春 

⑤共晶反応を利用した新規耐熱アルミニウム鋳造合金の設計と凝固組織制御 

名古屋大学  大学院工学研究科マテリアル理工学専攻  准教授  高田 尚記 

⑥3 次元積層造形用 Al 基粉末の複合化前処理法の開発 

東北大学 大学院 環境科学研究科先端環境創成学専攻 博士課程 Khasenova Renata 

⑦超塑性変形によるアルミニウム合金の動的組織制御 

東京大学 大学院 工学系研究科マテリアル工学専攻     博士課程 増田 紘士 

⑧高圧巨大ひずみ加工による高強度・高導電性アルミニウム合金の開発 

九州大学大学院 工学府材料物性工学専攻   博士課程 増田 高大 

⑨巨大ひずみ加工に伴う 1%以上の鉄を含むアルミニウム合金の導電率の変化 

東京工業大学 物質理工学院    助教  宮嶋 陽司 

⑩結晶塑性と整合した巨視的塑性モデルの構築に関する基礎実験 

静岡大学 大学院 総合科学技術研究科機械工学コース 准教授  吉田 健吾 

⑪電磁力衝撃圧着を用いたアルミニウム合金と純チタンの異種金属接合とその接合界面織 

日本大学 理工学部 精密機械工学科   助教  渡邉 満洋 

 

なお、平成 29 年度に助成が終了する課題につき、3 月 1 日に成果報告会を開催した。 

（産学懇談会） 

 

7.3 学生向け講座 

 

 大学生・大学院生を対象に、アルミニウム産業の理解を深めてもらうため、平成 23 年度に初

めて関西地区（京都、学校長：京大松原英一郎教授）で「アルミニウム・夏の学校」を開催し

た。平成 29 年度は、関西地区は平成 23 年度から 7 回目、関東地区（学校長：東工大里達雄名

誉教授）では平成 24 年度から 6 回目の研修会となる。両地区で 15 大学・43 名の学生が参加

した。 

・関西地区開催：平成 29 年 7 月 21 日（金）～22 日（土）、2 大学、学生 8 名参加 

・関東地区開催：平成 29 年 8 月 25 日（金）、9 大学、学生 24 名参加 

両地区終了後アンケート結果をとりまとめ、技術企画委員会および学校長へ報告するとともに

平成 30 年度の方針を検討した結果、関西での開催を 1 日に短縮して学生の負担を軽減して実
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施し、参加者の増加をはかることとした。 

 

7.4 学生向け特別出張講座 

 

 平成 29 年度は、富山大学工学部材料工学科 3 年生向けとして 10 月 5 日から 1 月 25 日の各木

曜日に全 13 回の特別出張講座を開催した。講師は、各回とも会員企業の研究者が勤めた。富

山大学からは、材料工学科の中でも最も学生の人気が高い講座との評価を受けている。平成 30

年度も同様の形式で継続実施する。 

また、下記の 2 大学からの要請で、企業講師を派遣した。 

大阪府立大学 

実施日 9 月 29 日（金） 

講演名 マテリアル工学分野講演会 

輸送機材用アルミニウム材料の開発経緯と最新動向 

講 師 株式会社 UACJ 戸次洋一郎 氏 

大阪大学 

実施日 1 月 26 日（金） 

対 象 マテリアル生産科学専攻マテリアル科学コース 博士前期課程 1 年生 

講演名 輸送機材用アルミニウム材料の開発経緯と最新動向 

講 師 株式会社 UACJ 戸次洋一郎 氏 

 

7.5 インターンシップ推進事業 

 

当協会は軽金属学会と共同で、インターンシップの事業に取り組んでおり、平成 29 年度も当

協会のホームページに、インターンシップで学生を受け入れる会員企業 14 社を掲載し、学生

側から接触しやすい環境を整えた。 

 

8. 協力運営団体との事業 

 

8.1 「アルミニウムと健康」連絡協議会への支援 

「アルミニウムと健康」連絡協議会は、アルミニウムと健康に関する広報活動をおこなうため、

平成 8 年 6 月、当会のほか軽金属製品協会、アルミニウム箔懇話会(当時)、アルミ缶リサイク

ル協会の 4 団体により設立され、以来、当協会は同協議会の活動に対して積極的に支援を続け

ている。 

  特に、2013 年 7 月に厚生労働省 HP に「一時期、アルツハイマー病とアルミニウムの関係が

あるといった情報もありましたが、現在は、この因果関係を証明する根拠はないとされていま

す。」と掲載されて以降、アルミニウムとアルツハイマー病との関係を疑う報道や問い合わせは
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激減している。長年、当協議会の顧問を委嘱している日本認知症学会秋山治彦理事長からは、

アルミとアルツハイマー病の関係が取りざたされることも無くなっているので、もうこの関係

の啓発周知の活動もミッション終了と考えているとの見解が示されたため、今後の活動の主体

は、風評に関する監視となる。 

 

8.2  アルミニウム建築構造協議会への支援 

アルミニウム建築構造協議会は、アルミニウム建築構造材の市場創出と拡大のため、平成 6 年

12 月に設立され（発足当初の名称はアルミニウム建築構造推進協議会）、以来、当協会は同協

議会の活動に対して積極的に支援を続けている。同協議会の平成 29 年度の活動概要は以下の

通りである。 

1－1）研究事業 

①アルミニウム耐火性能向上材料の開発 

昨年度室温および高温時において高い圧縮強度を確認したアルミニウム耐火性能向上

材料について大型化を検討する 

②アルミニウム建築構造材の標準化 

昨年度に引き続き、過去の情報収集及び形材接合部の強度検証など技術データの蓄積

に取り組みつつ、世の中の潮流や、アルミニウム建築構造物を普及させるための方策

を検討する。 

  ③技術サロンの開催 

   第 7 回「竹中工務店の技術研究所見学」、第 8 回「建築学会構造設計規準の考え方」を実

施。 

④情報発信・提供のあり方を検討 

技術委員会と連携し、協議会に寄せられるアルミニウム建築構造に関する意見、質問に回

答。会員向けにイベント情報を発信、耐火性能向上成果報告会には 34 名の参加があった。 

 

 1－2）審査認定事業 

アルミニウム建築構造物製作管理技術者の教育・育成、資格審査認定とアルミニウム建築

構造物製作工場の指導、実態調査、審査認定を行った。本年度は更新認定 5 工場、新規認

定 2 工場。 

「アルミニウム建築構造物製作管理技術者認定、及び認定更新のための講習会」（7 月）を

開催、新たに 17 名の管理技術者を認定した。 

1－3）アルミ建築構造に関する技術情報の発信 

・機関誌「AL 建」45 号を 10 月に発行。（1,300 部） 

・建築構造用アルミニウム合金製 接着ハニカムパネル製品設計・製作マニュアルの発行 

昨年度より、ＡＨＰ（アルミニウム合金製接着ハニカムパネル）設計製作指針改訂ＷＧに

て作業を進めていた、建築構造用アルミニウム合金製 接着ハニカムパネル製品設計・製
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作マニュアルの作成作業が終了し、平成 29 年 10 月に発行した。 

・疲労設計（案）のブラッシュアップ 

疲労設計 WG の活動を再開、新たなメンバーを加え実務に対応できるよう、設計事例を中

心に見直しを始める。 

1－4）会議および委員会活動 

第 24 回通常総会、第 33 回理事会、企画運営委員会(12 回)、技術委員会(2 回)、資格審査

委員会(3 回)、疲労設計規準 WG(3 回)、耐火性能向上分科会(6 回)等を開催した。 

 

8.3  軽金属クラブへの支援 

  

一般社団法人日本アルミニウム協会および一般社団法人軽金属製品協会が共同で運営している

アルミ業界関係ＯＢの親睦交流組織「軽金属クラブ」は、10 月 25 日に浜松町東京會舘におい

て第 42 回総会・懇親会を開催した。総会・懇親会には、先輩・現役会員、両団体事務局、報

道関係者など約 50 名が参加した。会員総会では、佐藤薫郷会長の（日本軽金属株式会社 元代

表取締役社長）挨拶があり、両協会の活動紹介の後、女流講談師の宝井琴柑氏が「アルミニウ

ム産業の夜明け」と題して講談を披露した。続いて、アルミ協会岡本一郎副会長（日本軽金属

ホールディングス株式会社代表取締役社長）の挨拶・乾杯発声により懇親会が開催された。 

 

8.4  産学懇談会 

 

日本アルミニウム協会は軽金属学会と共催で、下記を目的とした産学懇談会を共催している。 

 

・産業界および学会の代表委員による情報・意見交換を通じて、アルミニウム産業発展の

ための各種活動、研究開発・生産技術からの指針を出すとともに、学会側と一体となっ

た活動を目指す 

・経済産業省の参画を得て、国の方針と連動した活動方針を出すとともに予算獲得も目指

す 

・学会若手に対する技術研究課題の公募・支援によりアルミニウム研究者の輪を広げるこ

とにより、日本の研究開発レベルを向上させるとともに、将来の人材確保への貢献も目

指す（アルミニウム研究助成事業） 

 

平成 29 年度は 4 回の懇談会と、12 月に施設見学会を開催した。 

平成 29 年度の施設見学会は、参加者 15 名で、富山大学工学部と富山県ものづくり研究開発セ

ンターの見学を行った。 

また、アルミニウム研究助成事業では、平成 30 年度の新規課題採択の審査を実施した。 
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9. その他事業 

 

9.1 会員関係会合 

 

9.1-1 賀詞交歓会 

軽金属 4 団体（軽金属製品協会、全国軽金属商協会、日本アルミニウム合金協会、日本アルミ

ニウム協会）共催による賀詞交歓会を、平成 30 年 1 月 5 日（金）ザ・プリンス・パークタワ

ー（東京）、1 月 10 日（水）リーガロイヤルホテル（大阪）において開催した。 

9.1-2 押出見学会 

平成 29 年 10 月 27 日（金）UACJ 押出加工名古屋において、押出部門の会員による工場見学

会を開催した（17 社 47 名参加）。 

9.1-3 第４０回関西地区会員会社との業務懇談会 

平成 29 年 6 月 15 日（木）、関西地区の会員会社（支社、支店、営業所等を含む）を対象に、

当協会の活動状況、活動計画等について村山専務理事より報告し、引き続き KOYO 証券株式会

社 調査部ストラテジスト二本柳 直人講師による「グローバル投資環境の見通しとアベノミク

ス再起動」と題した講演の後、懇談会を開催した。（参加者：約 50 名） 

9.1-4 会員懇談会 

平成 29 年 9 月 28 日（木）リーガロイヤルホテルにおいて開催した理事会に先立ち、ティーダ

観光株式会社代表取締役の崎原真弓氏に『琉球の先人から学んだ肝心（ちむぐくる）』と題した

講演会をいただいた。約 50 名が出席。また、理事会終了後同所にて会員懇談会を開催した。 

 

9.2 その他の会合 

 

9.2-1 製造産業局幹部との懇談会 

経済産業省製造産業局長及び同局幹部と、当協会会長、副会長及び主要会員代表者との懇談会

を当協会会議室において平成 29 年 7 月 31 日、平成 29 年 10 月 19 日、平成 30 年 2 月 7 日の

3 回開催し、意見交換をおこなった。 

9.2-2 金属課との連絡会 

経済産業省製造産業局金属課長及びアルミ関係担当官と当協会会長・副会長会社の委員他 

ならびに事務局との合同により、業務連絡会を 9 回開催した。 

 

9.3 関係官庁関連業務報告 

 

9.3-1 平成 30 年度税制改正要望 

 平成 29 年 11 月 8 日に、自由民主党政務調査会経済産業部会で開催された予算・税制等に関す

る政策懇談会で、以下の事項の実現をお願いした。 
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(1)法人実効税率の引き下げ 

(2)地方税 

①連結納税制度の地方税への適用 

②地方法人二税（法人住民税・法人事業税）の課税の在り方の検討 

③外形標準課税の見直し 

ア．欠損填補による資本金等の額に係る法人事業税の軽減措置の合併法人への承継 

イ．合併法人に係る法人事業税の課税標準の見直し 

ウ．法人事業税における外形標準課税適用の縮小 

④償却資産に対する固定資産税課税の引き下げ・廃止 

⑤非住宅用地に対する固定資産税負担の適正化 

(3)研究開発促進税制の維持・拡充 

①研究開発促進税制の更なる拡充 

②試験研究費税額控除の繰越期間延長 

(4)欠損金の繰越控除制度の見直し 

①繰越期限の延長または無期限化 

②欠損金控除制限の撤廃・緩和 

(5)受取配当金益金不算入制度- 関連法人株式等に係る配当金の負債利子控除の廃止 

(6)減価償却制度の損金経理要件撤廃 

(7)特別試験研究費の税額控除・適用要件の見直し 

(8)所得拡大促進税制・適用要件の簡素化 

(9)外貨建債権債務の換算法について 

(10)国際課税制度の改善 

①移転価格税制の更正期間の短縮 

②国外関連当事者要件の改正 

③外国子会社配当金の益金不算入１００％化 

④タックスヘイブン対策税制（外国子会社合算税制）の改善 

⑤国際課税における国内法制の整備と国際協調体制への取組み 

(11)消費税 

①仕入税額控除制度・９５％ルールの復活 

②申告期限の延長 

③消費税に係るたまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認 

(12)連結納税制度－中間申告期限の延長 

(13)電子申告－添付書類の電子化、使い勝手改善 

(14)地球温暖化対策のための税の見直し 

(15)印紙税の廃止 

(16)組織再編時の登録免許税の見直し 
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(17)第四次産業革命に資する税制の検討 

(18)合同会社に対する構成員（パススルー）課税の導入 

 

9.4 関係官庁関連業務主要協力事項 

 

(1) 中国のアルミ地金の過剰供給問題についての影響調査 

(2) 米国通商拡大法に関する影響調査 

(3) 中国アルミ二ウム産業における補助金の影響に関する市況データ等の収集と提供 

(4) 特恵関税制度見直しに関する調査 

(5) RCEP の関税撤廃時期についての影響調査 

(6) 国産材の国内市場占有率調査 

(7) 対 EU EPA 交渉における原産地規制影響調査 

(8) 家庭用品（アルミ箔）品質表示法に係る寸法表示の告示改正に伴う影響調査 

(9) 対米投資案件調査 

(10) 日米通商関係における対米懸念事項調査 

(11) 日トルコ EPA 原産地規制影響調査 

(12) 麻薬新条約への新規物質追加に係る調査 

(13) 夏休み霞ヶ関子どもデー出展協力 

 

9.5 品質保証に関するガイドライン策定 

 

平成 29 年度に判明した会員会社による品質に係る不適切な事案を踏まえ、品質保証体制の強化

と再発防止のため「品質ワーキンググループ」を立ち上げ、「品質保証に関するガイドライン」を

策定した。3 月 29 日にホームページに掲載すると同時にマスコミに発表を行った。 
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Ⅲ．そ の 他 事 項 

 

1.表  彰 

 

1.1  平成 28 年度日本アルミニウム協会賞 
平成 28 年度日本アルミニウム協会賞選考委員会〔委員長 見原 二三男 三菱アルミニウム

株式会社〕の推薦を受けて平成 29 年 3 月 29 日（水）開催の第 252 回理事会で平成 27 年度日

本アルミニウム協会賞の受賞者を決定し、5 月 26 日（金）開催の第 37 回通常総会時に表彰式

を挙行した。 

（1）功労賞は、協会の事業運営に指導的立場で功労のあった役員に授与される。 

（2）功績賞は、協会の事業運営の実務に功績のあった個人に授与される。 

（3）開発賞は、アルミニウムの需要拡大に貢献のあった製品、またはアルミニウムの需要促

進、新市場開拓が期待できる開発製品（実績があるもの）に係わった個人またはグルー

プに授与される。 

（4）技術賞は、アルミニウム材料並びに製品の製造・加工技術で特に優れた技術、または環

境対策・対応など社会的に貢献度の大きい技術に係わった個人またはグループに授与さ

れる。 

（5）奨励賞は、開発賞、技術賞に準ずるものとして、選考委員会から推薦された開発製品・ 

技術に係わった法人、個人またはグループに授与される。 

 

表彰式 

日 時：平成 29 年 5 月 26 日（金） 15：30～16：00 

場 所：東京プリンスホテル 

 

功労賞 高杉 篤美  日本アルミニウム協会 

 

開発賞 窓用電動シャッター エアリス マルチ電動 

株式会社ＬＩＸＩＬ  中野敬祥、飯盛光洋、近藤雅徳 

アルミニウム合金製架線支持ビームの開発 

東日本旅客鉄道株式会社   古山幸男、猿田裕司 

株式会社住軽日軽エンジニアリング 鈴木英明、根本孝洋 

日軽金アクト株式会社  斎藤栄徳 

日本軽金属株式会社  長橋 秀和 

アルミパイプ構造材 GF 

ＳＵＳ株式会社   石田保夫、宗像剛、柏木栄治 
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視認できないコードを印刷した包装材料『Ａｉ－ＰＡＣⅡ』の開発 

株式会社ＵＡＣＪ   西尾宏、北田有希絵 

株式会社ＵＡＣＪ製箔  田中徹、小池明宏 

株式会社シンク・ラボラトリー 重田龍男 

高熱伝導・高強度アルミ板材 ST60-HSM®の開発 

昭和電工堺アルミ株式会社  籠重眞二、伊藤昌明、細井隆広 

 

開発奨励賞 厚肉品の製造に適した新鋳造法の開発 

リョービ株式会社   古田昌伸、小川悦司、加戸洋輔 

株式会社東京軽合金製作所  山田忠郎 

リョービミツギ株式会社  松村正博 

ハイブリッド窓 サーモスＸシリーズ】 

株式会社ＬＩＸＩＬ  中野敬祥、中山佳之 

 

鉄道車両制御装置用冷却器「水冷媒式沸騰冷却器」の開発 

三菱アルミニウム株式会社  後藤永、末木靖人 

株式会社エムエートレーディング 鈴木実 

合成樹脂フィルムで被覆した不燃アルミ押出形材を用いた建材製品の開発 

三協立山株式会社   安田剛、南隆雄 

 

技術賞 摩擦攪拌接合によるアルミテーラードブランクを用いた自動車用ボデー部品 

太平洋工業株式会社  鈴木勝博、中嶋健造、濱本篤 

株式会社ＵＡＣＪ   岡田俊哉、松原和男、福田敏彦 

 

高抵抗アルミニウム箔 

東洋アルミニウム株式会社  多田裕志、左近貴浩 

  高力アルミニウム合金の中空形材の押出ダイスの開発 

日本軽金属株式会社  林沛征 

日軽金アクト株式会社  斎藤栄徳 

 

技術奨励賞 環境配慮型アルミニウム地金の開発 

アサヒセイレン株式会社  松本剛、平野健太郎、豕瀬斗悟 

アサヒセイレン中部株式会社 渥美貴志 

（以上敬称略） 
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1.2  平成 28 年度労働安全表彰事業場 

労働災害防止に優秀な成績をあげた事業所に対し、労働安全表彰制度を設けており、平成 28

年度分は平成 29 年 5 月 26 日（金）開催の第 37 回定時総会時に表彰した。 

○表彰事業場（表彰対象期間は平成 28 年 1 月～12 月） 

＜特別優良賞＞  

YKK AP 株式会社  黒部製造所 
昭和電工堺アルミ株式会社 
株式会社 LIXIL 
株式会社 LIXIL                   

 
下妻工場 
土浦工場 

株式会社 UACJ 押出加工群馬  － 
株式会社 UACJ 製箔 伊勢崎工場 
株式会社 UACJ 鋳鍛 
東洋アルミニウム株式会社 
東洋アルミニウム株式会社 

   － 
茅ケ崎工場 
湘南八畑工場 

株式会社 LIXIL  七光台工場 
株式会社 LIXIL 藤花工場 
本多金属工業株式会社 稲沢工場 
昭和アルミニウム缶株式会社  

 株式会社 UACJ 押出加工滋賀 
 三協立山株式会社 

小山工場 
 

氷見工場 
東洋アルミニウム株式会社 御所工場 
アルメタックス株式会社 静岡工場 
株式会社大紀アルミニウム工業所 結城工場 
株式会社片木アルミニューム製作所 大山工場 
昭和アルミニウム缶株式会社 大牟田工場 
新豆陽金属工業株式会社 川西工場 
株式会社アルミネ 三隅工場 
株式会社アルミネ 大阪工場 

 

＜優良賞＞  

株式会社新日軽北陸 
昭和電工株式会社 
株式会社 UACJ 
株式会社 LIXIL 

小矢部工場 
小山事業所 
深谷製造所 
有明工場 

株式会社 LIXIL   石下工場 
 

 

2. 逝  去  

な し 
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3. 事務局事項 

 
3.1 事務局役職員数（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

専務理事 事務局長      1 名 

理  事 事務局次長    4 名 

職  員         12 名 （臨時職員含む） 

     計                  17 名 
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