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平成１９年度「日本アルミニウム協会賞」受賞者一覧 
 
 
 

（社）日本アルミニウム協会 
 平成 20年 3月 27日 

 
 (社)日本アルミニウム協会では、平成１９年度「日本アルミニウム協会賞」の選考に際し、３月２７日（木）
開催の第２００回理事会において審議し、下記の通り、開発賞２件、技術賞４件、功績賞（感謝状）１名

を決定した。 
 なお、表彰式は５月２７日（火）の第２８回通常総会時に行なわれる。 
 
＜開発賞＞ 
開発の名称 受 賞 者 開発の内容 

①「アスレール」 
（景観に配慮した

アルミニウム合金

製橋梁用ビーム型

防護柵） 

・天野光一：日本大学 理工

学部 教授      
・安藤和彦：（財）土木研究

センター技術研究所道路

研究部次長     
・伊藤登：（株）プランニン

グネットワーク代表取締

役 
・松田博：土木製品開発委員

会委員長（神鋼建材工業

㈱） 
・加藤仁丸：土木製品開発委

員会副委員長（（株）住軽

日軽エンジニアリング） 
・高堂治：土木製品開発委員

会防護柵ＷＧ幹事（（株）

住軽日軽エンジニアリン

グ） 

市場性； 
・平成 17・18年度実績は売上高約 1.8億円（２ヶ年）
数量 5,000ｍ（アルミ量 100 ﾄﾝ／２ヶ年）    

・平成 19年見込み売上高約 1.95億円 
数量 5,000ｍ（アルミ量 100 ﾄﾝ／年） 

・平成 20年見込み売上予想 3.5億円 
数量 10,000ｍ（アルミ量 200 ﾄﾝ／年） 

・イニシャルコストは鋼製防護柵とほぼ同等、アルミ

の優れた耐食性を兼ね備え、ライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）の観点でも貢献できる。 
独創性； 
・主要横梁の断面形状が横長の卵形形状。 
（従来は角断面、丸断面、楕円断面が大部分） 
・支柱の断面形状が半楕円形状 
（従来は角断面、丸断面、Ｈ断面が大部分） 
・主要横梁と支柱の結合は、アルミ合金鋳物製ブラケ

ットを使用、主要横梁の中にブラケットを入り込ま

せ、結合ボルトが見えない構造。 
（従来、横梁は支柱に直接取り付け） 
・防護柵のスリム化に成功し、展望性、眺望性に優れ

る。 
その他： 
・「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」（平成

１６年３月）が国土交通省道路局より発刊された。

全国的な「防護柵の取替え」の動きがあり、需要が

期待できる。  
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開発の名称 受 賞 者 開発の内容 

②足廻り部品用高

強度アルミニウム

鍛造合金の開発 
 

・早坂敏明：トヨタ自動車

（株）第２材料技術部主任 
・壇博貴：トヨタ自動車（株）

第１シャシー設計部主任 
・松田眞一：住友軽金属工業

（株）押出技術部課長 
・藤田浩一：（株）ソミック

石川技術部グループリー

ダー 
・藁科永充：埼玉プレス鍛造

（株）生産技術部取締役 

市場性； 
・現状 5,000台／月（素棒で 45 ﾄﾝ／月）      

・将来 25,000台／月（素棒で 225 ﾄﾝ／月）の予定 
独創性； 
・材料成分及び製造プロセスの最適化により、押出素

材の微細なファイバー組織を鍛造・熱処理後も維持

することで、従来の 6000系アルミ合金並の靱性と
耐食性を確保しつつ、強度を約 40％向上した高強
度アルミ鍛造合金を開発した。 

・高強度にもかかわらず、従来の 6000系合金並の靱
性と耐食性を確保することで、厳しい腐食環境下で

使われる自動車の足廻り部品の軽量化・コンパクト

化に大きく貢献した。従来、部品への入力荷重が高

く鉄製にせざるを得なかったロアアーム系の部品

までアルミ化することができ、一層の軽量化とアル

ミ需要拡大に貢献した。 
その他： 
・自動車の軽量化が推進され、これにより自動車の排

ガスが削減され地球温暖化の抑制に貢献できる。 
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＜技術賞＞ 
技術の名称 受 賞 者 技術の内容 

①フッ素含有高耐

久電着塗装技術の

開発 

・入谷隆：新日軽（株）生産

本部生産技術部長 
・朝倉美樹夫：新日軽（株）

生産本部生産技術部北陸

素材技術課長 
・内舘靖：新日軽（株）生産

本部船橋素材製造部皮膜

課長 
・加藤充範：新日軽（株）生

産本部生産技術部船橋素

材技術課 
・村上浩：新日軽（株）生産

本部高岡工場押出課長  

新規性； 
・塗膜表層部にフッ素系樹脂を偏析させることで、劣

化因子に対する強固な耐久性を持ち合わせ、従来無

い耐久性を有する電着塗装技術である。 
・従来の複合皮膜性能の常識を覆す画期的な性能を有

し、過酷な環境劣化に対応できる。電着塗装のため

大量生産に適している。耐紫外線のみならず、塗膜

減耗が少ないことから長時間において耐食性が維

持される。 
技術の完成度と実績； 
・2006年ライン導入後試験販売、 
・2007年１０月までの生産量 １４０Ｔ 

2007年７月より本格販売 
業界及び社会への貢献度；            

・建物のライフサイクル延長に寄与。ライフサイクル

コスト低減と環境性能に応えた高付加価値建築の

実現。アルミ本来の意匠性を損なわない従来に無い

高耐久塗膜を得る表面処理技術 
 

②燃料電池用アル

ミ電着セパレータ

ーの開発 

・内田泰弘：大日本印刷（株）

電子デバイス事業部電子

デバイス研究所 
・鈴木綱一：大日本印刷（株）

電子デバイス事業部電子

デバイス研究所 
・八木裕：大日本印刷（株）

電子デバイス事業部電子

事業企画部 

新規性； 
・耐食性を持たせるための導電性被膜を電着塗装プ 
ロセスを用いてアルミ基材上に電着塗装すること

に成功した。 
・アルミ上への導電性電着耐食膜形成に成功し、家庭

用燃料電池と同等の運転条件において、2000hrの
連続運転を達成した。 アルミを基材として使った

セパレーターは他の研究機関などから発表がある

が、貴金属等を使用することなく上記レベルを達成

したものは例がない。 
技術の完成度と実績： 
・燃料電池の市場はまだ立ち上がりを見せていないた 
め実績はなし。 

・将来モバイル、自動車用の燃料電池の半分がアルミ

セパレーターに置き換わった場合は 2015 年で
28.9億円、2020年で 132.4億円の市場が期待でき
る。 
業界及び社会への貢献度；            

・コスト低減と小型化、軽量化に寄与する技術である。

クリーンエネルギーである燃料電池の早期実現に

向けた動きを加速するのに貢献するものである。 
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技術の名称 受 賞 者 技術の内容 

③電磁拡管成形に

よるアルミバンパ

ーステイの開発 
 

・橋本成一：（株）神戸製鋼

所アルミ銅カンパニー長

府製造所アルミ押出研究

室主任研究員 
・江口法孝：（株）神戸製鋼

所アルミ銅カンパニー長

府製造所アルミ押出研究

室 
・今村美速：（株）神戸製鋼

所アルミ銅カンパニー基

礎研究室主任研究員 
・二村敏：神鋼ファブテック 
㈱加工品室 

・梶原博之：神鋼ファブテッ

ク㈱加工品室 
              

新規性； 
・インダクタの寿命を大幅に延長させることで、世界

で初めて電磁拡管による民生化部品の量産を実現

した。 
・ 導電率の高いアルミ合金に適した成形方法である。 
・ 機械的かしめによるため溶接が不要となりコスト
を抑制できる。 
・ 電磁ステイは押出方向を圧壊方向と一致させてい

るため、高いエネルギー吸収効率を実現する。 
技術の完成度と実績； 
・2007年 6万台＊７kg／ｼｽﾃﾑ→420 ﾄﾝ／年 
・2008年 18万台＊７kg／ｼｽﾃﾑ→1260 ﾄﾝ／年 
・アルミバンパー使用国内生産台数 200万台の 

20％を仮定すると 5,600 ﾄﾝ／年 
業界及び社会への貢献度； 
・アルミ化による軽量化で環境負荷低減。低コスト化

によりアルミ化の促進。 
 

④肉厚 0.45mm 薄

肉筐体部品のダイ

カスト成形技術 
 

・寺田峰生：美濃工業（株）

生産技術部取締役部長 
・大池俊光：美濃工業（株）

技術部部長 
・水野竜一：美濃工業（株）

技術部技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

新規性； 
・0.8mm の薄肉筐体部品の量産化において、社団法
人日本ダイカスト協会より平成１８年度浦上賞を

受賞。試作開発では同形状で 0.6mmの成形を可能
としていた。 

・更なる薄肉成形に対する技術的余裕度（ＱＡ）を向

上する目的で、0.45mm の成形技術の開発に着手

し、成功した。 
技術の完成度と実績； 
・基本肉厚 0.8mmの薄肉筐体部品の量産化とこれを
更新する 0.45mmの成形技術 

・本技術による引き合いにより年間 2.5億円の売上見
込み 
業界及び社会への貢献度； 
・自動車の軽量化による環境負荷低減 

 
 

以 上 



 

                     功 績 賞(感謝状)  
 

 

 

正 木  勉(まさき つとむ)   昭和１２年１０月５日生   ７０歳 
 

所 属 元日本軽金属㈱常務取締役 

 

 

 正木 勉氏は土木製品開発委員会に昭和４８年より技術部会長として４年間、同委員会の
委員長として２年間携われ、その後、土木構造物委員会の幹事として、実質的な事業の推

進役として１２年間に亘り貢献された。 

  土木構造物委員会は委員長が、藤原稔氏(海峡横断道路調査会専務理事 元建設省)で、
委員会メンバーには学識者、橋梁メーカ、アルミメーカが参画し運営が行われているが、

正木氏はそれらの調整役(アルミメーカ側代表)として事業を推進され、土木構造物に関す

る基準類の整備に貢献された。 

 

  

昭和４８年度～４９年度 土木製品開発委員会 技術部会長           ２年間 
昭和５３年度～５４年度  土木製品開発委員会  技術部会長           ２年間 
 

平成５年度～６年度   土木製品開発委員会 委員長               ２年間 
 

平成７年度～１８年度  土木構造物委員会  幹事              １２年間 
 

上記の他に次の委託事業に関しても幹事として事業を推進されました。 

 平成１０年度 即効的知的基盤整備調査委託        
        アルミニウム床版に関する基礎データベース 
 平成１１年度  材料関連知的基盤整備 
               アルミニウム材料の接合特性データの整備 
 

 

＜補足説明＞ 

 アルミニウム協会賞「功績賞」の対象は各種委員会等委員長として、延べ１０年以上に

亘り事業運営の実務に功績のあった個人に贈られるものであるが、この条件を満たさない

場合でも特段の功績のあった場合は、感謝状を贈ることができる旨「日本アルミニウム協

会賞・功績賞、功労賞選考細則」で定められている。 




