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I. 組織・会員・運営 

1. 組  織 

平成 28 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 29 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 29 年 3 月 31 日現在の会員数：132 会員（127 社・5 団体） 

  

2.2  会員の異動 

 
入  会 平成 28 年 5 月 ハンターダグラスジャパン㈱ 

 平成 28 年 10 月 JFE テクノリサーチ㈱ 

退  会 平成 28 年 5 月 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ証券株式会社 

 平成 28 年 9 月 ｱﾙｺｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 

社名変更 平成 28 年 10 月 ｱﾙｺｱ･ﾎｲｰﾙ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社→アーコニック・ジャパン㈱ 

 

３．役    員 

 

3.1 平成 28 年度役員 

平成 28 年 5 月 27 日開催の第 254 回理事会と、同時開催の第 36 回定時総会において、役員

が選任され、平成 28 年度の会長、副会長が選任された。 

 

平成 28 年度会長・副会長 

会長  濵地 昭男 理事(三菱アルミニウム株式会社 代表取締役社長) 

副会長 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 竹内 猛 理事(株式会社アルミネ 代表取締役社長) 

 

3.2  平成 28 年度役員の異動 

(1) 辞任・退任（敬称略） 

辞任届（平成 28 年 5 月 27 日） 

理事辞任 山本 隆章 理事（株式会社大紀アルミニウム工業所 代表取締役社長） 

辞任届（平成 28 年 5 月 27 日） 

理事辞任 鈴木 守夫 理事（立花金属工業株式会社 顧問） 

辞任届（平成 28 年 5 月 27 日） 

理事辞任 外山 敏昭 理事（不二サッシ株式会社 取締役常務執行役員 戦略統括本部長）  

辞任届（平成 28 年 5 月 27 日） 

理事辞任 半沢 正利 理事（三菱アルミニウム株式会社 取締役相談役） 

辞任届（平成 28 年 5 月 27 日） 

理事辞任 谷 謙二 理事（三菱商事 RtM ジャパン株式会社 代表取締役社長） 
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辞任届（平成 28 年 5 月 27 日） 

理事辞任 山﨑 淳 理事（株式会社 UACJ 金属加工 顧問） 

辞任届（平成 28 年 11 月 1 日） 

理事辞任 廣瀬 信夫 理事（旭テック株式会社 執行役員 軽合金事業本部 ﾎｲｰﾙ事業部長) 

辞任届（平成 28 年 11 月 1 日） 

理事辞任 青木 良治 理事（日本圧延工業株式会社 代表取締役社長） 

辞任届（平成 28 年 11 月 1 日） 

理事辞任 髙瀬 芳典 理事（三井物産株式会社 新金属･アルミ部長） 

辞任届（平成 28 年 11 月 1 日） 

理事辞任 丹澤 信一 理事（株式会社 LIXIL LHT 副社長 兼 COO） 

辞任届（平成 29 年 3 月 31 日） 

理事辞任 中川 英樹 理事（三菱商事 RtM ジャパン株式会社 代表取締役 副社長執行役員） 

 

(2) 就任（敬称略） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 中谷 次克（伊藤忠メタルズ株式会社 代表取締役社長） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 森川 芳光（株式会社大紀アルミニウム工業所 代表取締役副社長） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 工藤 元（立花金属工業株式会社 取締役社長） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 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） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 田口 誠二（丸紅株式会社 軽金属部長） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 濵地 昭男（三菱アルミニウム株式会社 代表取締役社長） 

定時総会（平成 28 年 5 月 27 日）決議による 

理事就任 中川 英樹（三菱商事 RtM ジャパン株式会社 代表取締役 副社長執行役員） 

定時総会（平成 28 年 11 月 1 日）書面決議による 

理事就任 青山 英樹（旭テック株式会社 執行役員） 

定時総会（平成 28 年 11 月 1 日）書面決議による 

理事就任 磯部 正信（日本圧延工業株式会社 代表取締役） 

定時総会（平成 28 年 11 月 1 日）書面決議による 

理事就任 津田 光也（三井物産株式会社 新金属・アルミ部長） 

定時総会（平成 28 年 11 月 1 日）書面決議による 

理事就任 井植 敏雅（株式会社 LIXIL 取締役副社長 LHT CEO） 
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４．会    議 

4.1 通常総会の開催 

平成 28 年 5 月 27 日（金）に品川プリンスホテルにおいて第 36 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 27 年度事業報告 

2. 平成 27 年度決算報告 

3. 理事・幹事の選任 

 

4.2 臨時総会での決議 

平成 28 年 10 月 18 日に、濱地昭男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 28 年度は理事会を 4 回（第 253 回～256 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 253 回理事会（平成 28 年 4 月 28 日（木）） 

＜審議事項＞   

  1. 平成 27 年度事業報告（案） 

2. 平成 27 年度決算（案） 

3. 平成 28 年度会長・副会長候補（案） 

4. ｢アルミニウム技術戦略ロードマップ 2015＆2016｣の発行について 

＜報告事項＞ 

 1. 会員の異動 

  2. 2016 年 3 月、2015 年度（4～3 月）のｱﾙﾐﾆｳﾑ圧延品の生産・出荷動向 

    3. 平成 28 年度「アルミニウム・夏の学校」実施要領 

    4. 平成 28 年度「アルミニウム産業中核人材育成講座」開講案内 

    5. 「第 3 回高機能金属展（東京）」出展報告 

 

○ 第 254 回理事会（平成 28 年 5 月 27 日（木）） 

＜審議事項＞     

1. 会長・副会長の選任（案） 
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＜報告事項＞ 

1. 会員の異動 

2. 平成 28 度主要会議日程 

 

○ 第 255 回理事会（みなし決議による、平成 28 年 10 月 17 日（月）） 

＜審議事項＞   

  1. 新入会員(案) 

2. 臨時総会開催の件(理事の異動)  

3. 競争法コンプライアンス規定（案）策定の件 

4. 優良従業員表彰制度（案）                                 

 ＜報告事項＞ 

  1. 会員の異動 

  2. （株）高速道路総合技術研究所からの「橋梁用アルミ検査路」技術資料作成受託 

  3.  2016 中国アルミ圧延品フォーラム報告 

  4.  2016 中国アルミフォーラム開催案内 

  5.  2016 年 8 月のアルミニウム圧延品の生産・出荷動向 

  6.  平成 28 年度「アルミニウム・夏の学校」開催報告 

  7.  第 55 回「アルミニウム技術研修会」開催案内 

  8. 会長・副会長記者会見および記者懇談会開催案内 

  9. LIBS ソーティングの NEDO 実証事業スタート 

  10. 平成 28 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 6 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」2016 年秋号 

  13. 配布：「アルミエージ」No.184 

 

○ 第 256 回理事会（平成 29 年 3 月 29 日（水）） 

＜審議事項＞                                            

1. 新入会員（案） 

2. 平成 29 年度事業計画案および収支予算案 

3. 平成 29 年度会費案  

4. 2017 年度アルミ圧延品ならびにアルミ製品の需要見通し 

5. 「人材育成推進委員会」の設置について 

5. 平成 28 年度労働安全優良事業場の推薦 

6. 平成 28 年度「日本アルミニウム協会賞」の選考 

7. 平成 29 年度「アルミニウム研究助成事業」課題選考 
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＜報告事項＞ 

 1. 会員の異動 

2. 2017 年 2 月のアルミニウム圧延品の生産・出荷動向 

3. 「平成 27・28 年度採択アルミニウム研究助成事業」成果報告会 

4. 独・Aluminium2016 Conference 報告 

配布：｢アルミエージ｣No.185 

配布：アルミ景観製品ニュース No.29 
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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 

経済産業省生産動態統計調査に協力するとともに、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。 

 

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（平成 27 年度版）」を作成、広く配布した。 

 

1.4 2017 年度(平成 29 年度)「アルミニウム圧延品」需要見通しの策定 

2017 年度(平成 29 年度)「アルミニウム圧延品」の需要見通しを策定し、平成 29 年 3 月開催の

第 256 回理事会の承認を得て公表した。需要見通しは次の通り。 

2017 年 3 月 29 日 

    2017 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） 

 2015 年度実績 
(平成 27 年度) 

2016 年度見込 
(平成 28 年度) 

対前年度比増減

(％） 
2017 年度見通し 
（平成 29 年度） 

対前年度比増減

(％) 
板  類 
押出類 

１，２５４ 
７５６ 

１，２６０ 
   ７７６ 

＋０．４ 
＋２．６ 

１，２６６ 
７７７ 

＋０．５ 
＋０．２ 

合 計 ２，０１０   ２，０３６ ＋１．３ ２，０４３ ＋０．４ 
 箔     １０７ １１２     ＋４．３     １１３ ＋０．５ 
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  １．2016 年度見込                              

圧延品全体 ： 2,036 千㌧の見込み（2015 年度比＋1.3%、過去 高比▲19.5％。過去 高は、

1996 年度の 2,529 千㌧）    

（板類）： 2015 年度比＋0.4% 

・缶材―ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料の増加により＋0.1％ 

・自動車材―アルミパネルを含む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 

＋4.7％ 

・輸出―海外関連工場への輸出の減少により▲7.4％ 

（押出類）： 2015 年度比＋2.6% 

・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＋4.6％ 

・建設向け―プラスを見込むが（＋0.6％）、新設住宅着工戸数の伸びに比べ弱く需要は 

弱含み 

（箔）： 2015 度比＋4.3％ 

・食料品向け―年間を通じて需要は堅調に推移し＋3.4% 

・電気機器向け―コンデンサ向けの需要は年間を通じて堅調に推移。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」の需要も堅調に推移するも 

春先の在庫調整により微減。電気機器向け全体としては＋5.4% 

 

２．2017 年度見通し  

圧延品全体 ： 2,043 千㌧と予測（2016 年度見込比＋0.4%） 

（板類）： 2016 年度比＋0.5% 

・缶材―ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料の増加により＋1.0% 

・自動車材―アルミパネルを含む乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の増加により 

＋2.8％ 

・輸出―需要は前年並と予測（▲0.6％） 

（押出類）： 2016 年度比＋0.2% 

・自動車材―乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の増加により＋0.6％ 

・建設向け―新設住宅着工戸数の減少により▲0.1％ 

（箔）： 2016 年度比＋0.5％ 

・食料品向け―コンビニを中心としたチルド食品の増加により、アルミ使用の比較的多い 

レトルト食品の需要が減少し▲2.6% 

・電気機器向け―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＋2.5% 
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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：36.0%】 

2016 年度  

（＋0.2％） 
 

2015 年度比＋0.2％の見込み 
○缶材―＋0.1％ 
・ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料（チューハイ、 

サワー、カクテル等）が増加 
2017 年度 
（＋1.2％） 

2016 年度比＋1.2％と予測 
○缶材―＋1.0％ 
・ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料が増加  

 注 1）：左欄の(  ％)は前年度比。以下同様   注 2）：構成比は 2015 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：15.6%】 

2016 年度 
（▲1.2％） 

2015 年度比▲1.2％の見込み 
○箔地―▲2.1％（詳細は 3 項に記述） 
○印刷版―▲1.2％ 
・円安による輸出向け印刷版は増加傾向にあるも、書籍・新聞等のデジタル 

化により需要は減少傾向 
2017 年度 

（＋3.1％） 
2016 年度比＋3.1％と予測 
○箔地―＋4.3％（詳細は 3 項に記述） 
○印刷版―＋0.4％ 
・前年と同様の傾向が継続 

 

＜電気機械部門＞  【板類全体での構成比：6.0%】 

2016 年度 
（▲2.9％） 

2015 年度比▲2.9％の見込み 
○エアコン用フィン材―＋4.0％ 
・夏場の猛暑による省エネ型エアコンの販売増 
○電子機器―▲10.1% 

2017 年度 
（＋0.4％） 

2016 年度比＋0.4％と予測 
○エアコン用フィン材―▲0.1％ 
・エアコン生産台数は前年並と見込み、フィン材も横這い 
○電子機器―▲0.3% 

 

＜輸送用機械部門＞【板類全体での構成比：15.3%】 

2016 年度 
（＋7.4％） 

2015 年度比＋7.4％の見込み 
○自動車材―＋4.7％ 
・アルミパネルを含む乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調 
○船・鉄道・航空他―＋18.8％ 

2017 年度 
（▲2.1％） 

2016 年度比▲2.1％と予測 
○自動車材―＋2.8％ 
・伸び率は減少するものの、アルミパネルを含む乗用車へのアルミ需要増 

及びトラック架台の増加 
○船・鉄道・航空他―▲20.0％ 
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＜輸出部門＞      【板類全体での構成比：17.3%】 

2016 年度 
（▲7.4％） 

2015 年度比▲7.4％の見込み 
・海外関連工場への輸出の減少 

2017 年度 
（▲0.6％） 

2016 年度比▲0.6％と予測 
・需要は前年並と予測  

 

 

２．押出類  

＜輸送用機械部門＞【押出類全体での構成比：19.3%】 

2016 年度 
（＋6.5％） 

2015 年度比＋6.5％の見込み 
○自動車材―＋4.6％ 
・乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調 

2017 年度 
（＋1.1％） 

2016 年度比＋1.1％と予測 
○自動車材―＋0.6％ 
・伸び率は減少するものの、乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の 

増加 

 

＜建設部門＞      【押出類全体での構成比：60.7%】 

2016 年度 
（＋0.6％） 

2015 年度比＋0.6％の見込み 
・プラスを見込むが、新設住宅着工戸数の伸びに比べ弱く需要は弱含み（日

本サッシ協会による 2016 年度の新設住宅着工戸数見込み：97.9 万戸、対

前年度同期比：＋6.3％）。 
2017 年度 

（▲0.1） 
2016 年度比▲0.1％と予測 
・新設住宅着工戸数の減少によりマイナス（日本サッシ協会による 2017 年

度の新設住宅着工戸数予測：93.6 万戸、対前年度見込同期比：▲4.4％） 

 

 

３．箔  

＜食料品部門＞  【箔全体での構成比：26.8%】 

2016 年度 
（＋3.4％） 

2015 年度比＋3.4％の見込み 
・年間を通じて需要は堅調に推移 

2017 年度 
（▲2.6％） 

2016 年度比▲2.6％と予測 
・コンビニを中心としたチルド食品の増加により、アルミ使用の比較的多い

レトルト食品の需要が減少 

 

＜化学部門＞    【箔全体での構成比：9.4%】 

2016 年度 
（▲4.3％） 

2015 年度比▲4.3％の見込み 
・ジェネリック医薬品向けの改版終了に伴う需要減 

2017 年度 
（＋0.5％） 

2016 年度比＋0.5％と予測 
・需要は前年並と予測 
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＜電気機器部門＞【箔全体での構成比：45.3%】 

2016 年度 
（＋5.4％） 

2015 年度比＋5.4％の見込み 
○コンデンサ―＋9.4％ 
・年間を通じて需要は堅調に推移 
○その他電気機器―▲0.4％ 
・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

イオン電池の需要は堅調に推移するも、春先の在庫調整により微減 
2017 年度 
（+2.5％） 

2016 年度比＋2.5％と予測 
○コンデンサ―＋0.2% 
・伸び率は減少するものの需要堅調が継続 
○その他電気機器―＋6.0％ 
・リチウムイオン電池の需要堅調が継続 

                             

                             

主要部門別出荷数量                              

  

板類            

   2015 年度 2016 年度 2017 年度 増  減  率 
   （実績） （見込） (見通し) 16/15 17/16 
  缶材 435,478 435,953 440,500 0.1 1.0 
食料品 その他 16,136 16,441 17,250 1.9 4.9 
  小計 451,614 452,394 457,750 0.2 1.2 
化学  2,085 1,195 800 -42.7 -33.1 
  はく用 124,969 122,400 127,700 -2.1 4.3 
金属製品 その他金属 70,907 71,157 71,800 0.4 0.9 
  小計 195,876 193,557 199,500 -1.2 3.1 
  民生用 41,489 42,374 42,400 2.1 0.1 
電気機械 その他電気 34,027 30,956 31,200 -9.0 0.8 
  小計 75,516 73,330 73,600 -2.9 0.4 

輸送用機械 

自動車(乗用車) 55,041 60,943 63,500 10.7 4.2 
自動車(熱交換器) 84,070 84,118 85,500 0.1 1.6 
自動車(その他) 15,455 16,733 17,300 8.3 3.4 
自動車 計 154,566 161,974 166,300 4.7 2.8 

 鉄道船航空 36,720 43,618 34,900 18.8 -20.0 
  小計 191,286 205,412 201,200 7.4 -2.1 
精密機械   483 617 650 27.7 5.3 
一般機械   19,719 21,121 21,220 7.1 0.5 
  サッシドア 3,465 3,982 3,830 14.9 -3.8 
建設 内外装 他 32,989 32,986 32,700 -0.0 -0.9 
  小計 36,454 36,968 36,530 1.4 -1.2 
その他   63,898 73,996 74,450 15.8 0.6 
国内出荷計   1,036,931 1,058,590 1,065,700 2.1 0.7 
輸出   217,340 201,173 200,000 -7.4 -0.6 
合計   1,254,271 1,259,763 1,265,700 0.4 0.5 
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押出類     
    2015 年度 2016 年度 2017 年度 増  減  率 
    （実績） （見込） （見通し） 16/15 17/16 
  缶材 0 0 0 - - 
食料品 その他 696 705 700 1.3 -0.7 
  小計 696 705 700 1.3 -0.7 
化学  352 332 300 -5.7 -9.6 

金属製品 
はく用 0 0 0 - - 
その他金属 20,309 20,333 20,050 0.1 -1.4 
小計 20,309 20,333 20,050 0.1 -1.4 

  民生用 6,134 6,430 6,500 4.8 1.1 
電気機械 その他電気 16,294 14,956 14,800 -8.2 -1.0 
  小計 22,428 21,386 21,300 -4.6 -0.4 

輸送用機械 

自動車(乗用車) 66,858 69,663 70,000 4.2 0.5 
自動車(熱交換器) 35,586 35,630 35,500 0.1 -0.4 
自動車(その他) 30,530 33,817 34,500 10.8 2.0 
自動車 計 132,974 139,110 140,000 4.6 0.6 
鉄道船航空 13,039 16,447 17,250 26.1 4.9 
小計 146,013 155,557 157,250 6.5 1.1 

精密機械   9,721 10,070 10,000 3.6 -0.7 
一般機械   38,684 39,919 40,800 3.2 2.2 
  サッシドア 310,441 308,002 306,000 -0.8 -0.6 
建設 内外装 他 148,576 153,653 155,000 3.4 0.9 
  小計 459,017 461,655 461,000 0.6 -0.1 
その他   50,532 55,899 55,900 10.6 0.0 
国内出荷計   747,752 765,856 767,300 2.4 0.2 
輸出   8,416 9,972 10,000 18.5 0.3 
合計   756,168 775,828 777,300 2.6 0.2 

 

圧延品計（板類＋押出類） 

   2015 年度 2016 年度 2017 年度 増  減  率 
   （実績） （見込） (見通し) 16/15 17/16 
  缶材 435,478 435,953 440,500 0.1 1.0 
食料品 その他 16,832 17,146 17,950 1.9 4.7 
  小計 452,310 453,099 458,450 0.2 1.2 
化学  2,437 1,527 1,100 -37.3 -28.0 
  
金属製品 

はく用 124,969 122,400 127,700 -2.1 4.3 
その他金属 91,216 91,490 91,850 0.3 0.4 

  小計 216,185 213,890 219,550 -1.1 2.6 

  
電気機械 
  

民生用 47,263 48,804 48,900 2.5 0.2 
その他電気 50,321 45,912 46,000 -8.8 0.2 
小計 97,944 94,716 94,900 -3.3 0.2 

輸送用機械 

自動車(乗用車) 121,899 130,606 133,500 7.1 2.2 
自動車(熱交換器) 119,656 119,748 121,000 0.1 1.0 
自動車(その他) 45,985 50,550 51,800 9.9 2.5 
自動車 計 287,540 300,904 306,300 4.6 1.8 

 鉄道船航空 49,759 60,065 52,150 20.7 -13.2 
小計 337,299 360,969 358,450 7.0 -0.7 

精密機械   10,204 10,687 10,650 4.7 -0.3 
一般機械   58,403 61,040 62,020 4.5 1.6 
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建設 

  

サッシドア 313,906 311,984 309,830 -0.6 -0.7 
内外装 他 181,565 186,639 187,700 2.8 0.6 
小計 495,471 498,623 497,530 0.6 -0.2 

その他   114,430 129,895 130,350 13.5 0.4 
国内出荷計   1,784,683 1,824,446 1,833,000 2.2 0.5 
輸出   225,756 211,145 210,000 -6.5 -0.5 
合計   2,010,439 2,035,591 2,043,000 1.3 0.4 

箔           
   2015 年度 2016 年度 2017 年度 増  減  率 
   （実績） （見込） (見通し) 16/15 17/16 
食料品   28,801 29,785 29,000 3.4 -2.6 
たばこ   1,637 1,434 1,290 -12.4 -10.0 
化学   10,089 9,655 9,700 -4.3 0.5 
  家庭箔 2,578 2,921 3,020 13.3 3.4 
日用品 その他 2,411 2,130 2,180 -11.7 2.3 
  小計 4,989 5,051 5,200 1.2 2.9 
その他金属   946 823 900 -13.0 9.4 
  コンデンサ 28,737 31,428 31,500 9.4 0.2 
電気機器 その他電気 19,949 19,873 21,060 -0.4 6.0 
  小計 48,686 51,301 52,560 5.4 2.5 
建設   2,285 2,324 2,300 1.7 -1.0 
その他   681 574 550 -15.7 -4.2 
国内出荷計   98,114 100,947 101,500 2.9 0.5 
輸出   9,284 11,048 11,000 19.0 -0.4 
合計   107,398 111,995 112,500 4.3 0.5 

 

1.5 2017 年度(平成 29 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 2017 年度（平成 29 年度）総需要見通しを下記の通り取りまとめた。 

2017 年 3 月 29 日 

2017 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） 

 2015 年度実績 
(平成 27 年度) 

2016 年度見込 
(平成 28 年度) 

対前年度比増減

(％） 
2017 年度見通し 

（平成 29 年度） 
対前年度比増減

(％) 
合 計 ４，０５８  ４，１２７   ＋１．７  ４，１５６  ＋０．７ 

           

１．2016 年度見込  

アルミニウム製品総需要： 4,127 千㌧の見込み（2015 年度比＋1.7％、過去 高比▲7.4％。 

過去 高は、2006 年度の 4,457 千㌧）＊4,000 千㌧台は 3 年連続 

 

（圧延品）： 2015 年度比＋2.2％ 

・缶材―ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料の増加により＋0.1% 
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・自動車材―アルミパネルを含む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 

＋4.6％ 

・建設向け―プラスを見込むが（＋0.6％）、新設住宅着工戸数の伸びに比べ弱く需要は 

弱含み 

（鋳造品）：2015 年度比＋2.8％ 

   ・国内乗用車生産台数の増加により＋2.8％ 

（ダイカスト品）：2015 年度比＋1.5% 

・国内乗用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＋1.5% 

（輸入）：2015 年度比＋2.2％ 

 ・アルミ圧延品の輸入増により＋2.2% 

（輸出）：2015 年度比▲3.6％ 

・海外関連工場への輸出の減少により▲3.6% 

 

２．2017 年度見通し  

アルミニウム製品総需要： 4,156 千㌧と予測（2016 年度見込比＋0.7％） 

（圧延品）： 2016 年度比＋0.5％ 

・缶材―ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料の増加により＋1.0% 

・自動車材―アルミパネルを含む乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の増加により 

＋1.8％ 

・建設向け―新設住宅着工戸数の減少により▲0.2％ 

（鋳造品）：2016 年度比＋2.1％ 

 ・国内乗用車生産台数は減少が予想されるも、輸出用自動車部品の増加により＋2.1％ 

（ダイカスト品）：2016 年度比＋0.2% 

・国内乗用車生産台数は減少が予想されるも、輸出用自動車部品の増加により＋0.2％ 

（輸入）： 2016 年度比＋2.2％ 

・アルミ圧延品の輸入増は継続し＋2.2% 

（輸出）： 2016 年度比▲0.5％ 

・需要は前年並と予測（▲0.5％） 

 

②主要部門別補足説明 

＜圧延品＞   【アルミ製品全体の構成比：44.0%】 

2016 年度 
（＋2.2％） 

 

2015 年度比＋2.2％の見込み（1,824 千㌧） 
○缶材―＋0.1% 
・ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料の増加 

○自動車材―＋4.6％ 

・アルミパネルを含む乗用車へのアルミ需要増及びトラック架台の好調 

○建材―＋0.6％ 
・プラスを見込むが、新設住宅着工戸数の伸びに比べ弱く需要は弱含み 
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2017 年度 
（＋0.5％） 

2016 年度比＋0.5％と予測（1,833 千㌧） 
○缶材―＋1.0％ 
・ビール系飲料は減少するも、ボトル缶及び低アルコール飲料の増加 

○自動車材―＋1.8％ 
・伸び率は減少するものの、アルミパネルを含む乗用車へのアルミ需要増及び 

トラック架台の増加 

○建材―▲0.2％ 
・新設住宅着工戸数の減少によりマイナス 

注 1）：左欄の（ ％）は前年度比。以下同様  注 2）：構成比は 2015 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%】 

2016 年度 
（＋2.8％） 

2015 年度比＋2.8％の見込み（429 千㌧） 
・鋳造品の 9 割以上が自動車向け。国内乗用車生産台数の増加により、鋳造品も 

プラス 
2017 年度 
（＋2.1％） 

2016 年度比＋2.1％と予測（438 千㌧） 
・国内乗用車生産台数は減少が予想されるも、輸出用自動車部品の増加により、 

鋳造品もプラス 

 

＜ダイカスト品＞【アルミ製品全体の構成比：23.4 %】 

2016 年度 
（＋1.5％） 

2015 年度比＋1.5％の見込み（964 千㌧） 
・ダイカスト品の約 9 割が自動車向け。国内乗用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 
2017 年度 
（＋0.2％） 

2016 年度比＋0.2％と予測（966 千㌧） 
・国内乗用車生産台数は減少が予想されるも、輸出用自動車部品の増加により、ダイ 

カスト品もプラス 

 

＜電線＞        【アルミ製品全体の構成比：0.6%】 

2016 年度 
（▲1.5％） 

2015 年度比▲1.5％の見込み（24 千㌧） 
・電線需要の大半が電力向け。電力会社の設備維持改修需要が減少したことにより、

電線需要もマイナス 
2017 年度 

（+2.5％） 
2016 年度比＋2.5％と予測（25 千㌧） 
・電力会社の設備投資需要が増加するものと予想され、電線需要もプラス 

 

＜鉄鋼（鉄鋼脱酸用アルミ）＞【アルミ製品全体の構成比：3.1】 

2016 年度 
（＋1.2％） 

2015 年度比＋1.2％の見込み（129 千㌧） 
・2016 年度の粗鋼生産は 2015 年度比 1.2%増の 1 億 550 万㌧が見込まれ、鉄鋼脱酸

用アルミも増加を見込む 
2017 年度 
 （＋0.6％） 

2016 年度比＋0.6％と予測（130 千㌧） 
・2017 年度の粗鋼生産は 2016 年度を上回る見通しとされており、鉄鋼脱酸用アルミ

も増加を予測 

 

＜輸入＞        【アルミ製品全体の構成比：10.1%】 

2016 年度 
（＋2.2％） 

2015 年度比＋2.2％の見込み（419 千㌧） 
・アルミ圧延品の輸入増 

2017 年度 
（＋2.2％） 

2016 年度比＋2.2％と予測（428 千㌧） 
・アルミ圧延品の輸入増が継続 
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＜輸出＞        【アルミ製品全体の構成比：6.1%】 

2016 年度 
（▲3.6％） 

2015 年度比▲3.6％の見込み（240 千㌧） 
・輸出の大半は圧延品の板類。海外関連工場への輸出減 

2017 年度 
（▲0.5％） 

2016 年度比▲0.5％と予測（239 千㌧） 
・需要は前年並と予測 

2017 年度「アルミニウム製品」総需要見通し 
2017 年 3 月 29 日 

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

 製          年  2015 年度 2016 年度 2017 年度  対前年度増減率(%) 
   品          度 実 績  見込み 見通し 16/15 17/16 
    板    類 1,036,931 1,058,590 1,065,700 2.1 0.7 
     内自動車  154,566  161,794 166,300 4.7 2.8 
圧 延 品   押 出 類 747,752 765,856 767,320 2.4 0.2 
     内自動車  132,974 139,110 140,000 4.6 0.6 

      計 1,784,683 1,824,446 1,833,000 2.2 0.5 
  内自動車  287,540 300,904  306,300 4.6 1.8 

    自 動 車 389,834 401,000 410,000 2.9 2.2 
鋳 造 品   そ の 他 27,054 27,500 27,500 1.6 0.0 
      計 416,888 428,500 437,500 2.8 2.1 
  
ﾀﾞｲｶｽﾄ品 
  

  自 動 車 847,102 863,300 864,000 1.9 0.1 
  そ の 他 102,620 100,800 102,000 ▲1.8 1.2 
    計 949,722 964,100 966,000 1.5 0.2 

  鋳造品・ダイカスト品 計 1,3669,610 1,392,600 1,403,500 1.9 0.8 
  鍛     造     品 41,761 42,392 42,600 1.5 0.5 
         内自動車 29,476 29,579 29,600 0.3 0.1 
  電              線 24,765 24,400 25,000 ▲1.5 2.5 
  鉄            鋼 127,629 129,200 130,000 1.2 0.6 

粉 9,918 10,017 10,000 1.0 ▲0.2 
  そ     の     他 44,421 45,074 45,000 1.5 ▲0.2 
  輸             入 409,504 418,671 428,000 2.2 2.2 
  国  内  需  要   計  3,809,291 3,886,800 3,917,100 2.0 0.8 
  輸               出 248,686 239,807 238,700 ▲3.6 ▲0.5 
  総   需   要     計 4,057,977 4,126,607 4,155,800 1.7 0.7 

自動車向け  合計 1,553,952  1,594,783  1,609,900  2.6 0.9 

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  
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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 海外関係団体との統計情報の交換 

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、会議出席やアルミ関連統計等の交換をおこなった。 

このほか、海外向け交換資料として英文統計「Aluminium Statistics」（月刊 A4 判 6 ページ）

を作成し、ホームページに掲載すると同時に、海外団体や調査機関等からの個別の要求にも対

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、中国安泰科その他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。 

 

2.1-3  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 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 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。情報収集した展示会は下記のとおり。 

・自動車技術展「人とくるまのテクノロジー2016」（平成 28 年 5 月） 

・第 7 回クルマの軽量化技術展（平成 29 年 1 月） 

 

2.1-4  中国製アルミ製品の影響調査への協力 

 経済産業省が外部調査機関へ委託した「中国の過剰供給能力影響調査」において、タイ・ベト

ナムに進出している会員企業を中心に、アンケート、現地調査、調査報告書のレビューに協力

をした。また、米国が中国産アルミ新地金について WTO に提訴したことに関連し、経済産業

省が実施した「中国アルミ補助金に関する調査」について、関連する会員企業がヒアリングな

どに協力した。 

 

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。 
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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平成 28 年 9 月ロンドンで開催され、当協会から村山

専務理事が出席し、日本のアルミ業界の現状を紹介するとともに情報交換を行った。 

 

2.2-2 中国との交流 

(1) 2016 年中国アルミニウムフォーラム 

2002 年以来、第 15 回目の開催で、中国・広西壮族自治区南寧市で、10 月 25 日～10 月 28

日の日程で行われた。濵地会長が招待され、協会事務局、会員各社から約 30 名が参加。 

 (2) 2016 年中国アルミ圧延品フォーラムへの参加 

2016 年 7 月 10 日~12 日、中国・上海市で開催。参加総数は約 160 名。 

協会事務局が参加し、日本のアルミ缶リサイクルについて講演を行った。 

(3)展示会「Aluminum China 2016」への参加 

2016 年 7 月 11 日~13 日、Reed Exhibition China の主催で中国・上海市で開催。75 ヶ国か 

ら 400 社が出展し、19,500 名程が参加。協会事務局は来賓として招待され、小森谷部長が開

会式の式典に参加した。また、インドセミナーに参加し情報を収集した。 

 

2.2-3 各種国際会議への参加と情報収集 

(1)ドイツ・Aluminium 2016 への参加 

2016 年 11 月 29 日～12 月 1 日、ドイツ・デュッセルドルフで展示会 Aluminium 2016 が開

催された。本展示会は 2 年おきに開催されている欧州のアルミニウム業界の 一大イベント。 

Reed Exhibitions が主催し、欧州アルミ協会、ドイツアルミ協会、欧州アルミ箔協会が協賛

した。11 回目を迎え、出展社数 50 ヶ国から 1,000 社以上、訪問者数 100 ヶ国から 27,000

名が参加した。協会事務局からは、村山専務理事他 1 名が参加し、欧州の各アルミ協会と情

報交換をし、また展示会場で情報収集を行った。同時開催されたセミナーにも参加し、欧州

のアルミ業界の 新動向をレポートとしてまとめた。 

 (2)ISO/TC 79 国際会議の日本（東京）開催と参加 

   2016 年 10 月 24～28 日までの 5 日間、東京（学士会館）にて開催されたが、本開催に当 

たっては当協会の標準化総合委員会が中心となって企画・運営をおこなった。内容について 

は後述。 
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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 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 2016 年度調査（2015

年度実績）では 188%の達成率となった。これは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あり、これを除けば目標に近い水準と推定さ

れる。更に、日本経団連が実施する 2020 年度以降（2030 年度 終目標）の「低炭素社会実行

計画フェーズⅡ」へも昨年度参加を表明しており、平成 26 年 12 月に計画（※2）を提出して

いる。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 2 9 年 2 月 10 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 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 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） 

 

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 
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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 28 年度（平成 27 年度実績）の VOC 排出量は、278 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・地球環境保全自主行動計画（循環型社会形成編）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 終処分量目標値の 6,000

トンに対し、平成 28 年度調査（平成 27 年度実績）では 4,116 トンとなり、目標を達成した。 

②情報交換・工場見学会 

平成 29 年 3 月に(株)神戸製鋼所長府製造所の見学会を実施し、合わせて情報交換会を開催し

た。 

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 28 年 5 月に(株)神戸製鋼所長府製造所で見学会および省エネ事例紹介があった。 
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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 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。 近では、IAI の 新の LCA

データを元に 2010 年をベースとして 2014 年度に見直しを行った。 

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 28 年度は 7 月 15 日に開催した。 

 

3.1-7  アルミニウムドロス委員会 

 平成 28 年度から委員会名称を、アルミドロスの再利用のための標準化に重点を置くだけでな

く、幅広く新たなリサイクル先を協議していくために、「ドロス再利用標準化委員会」を「ア

ルミニウムドロス委員会」に変更した。 

世界的な鉄鋼の供給過剰、また鉄鋼業界で製鋼スラグ中のフッ素が問題となったことなどによ

り、特にドロス業界においてアルミドロスの再利用に影響が見られたことから、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、今後の対応のための調査、

新たなリサイクル先についての検討などを行った。 

 

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。 

 

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 28 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 28 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環境自主行動計画（循環型社会形成編）平成 28 年度ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

⑤低炭素社会実行計画フォローアップ（経済産業省） 
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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 28 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 104 件と前

年より減少（平成 27 年 117 件 不休災害が 13 件減少）し、過去 少となった。管理・監

督者体験交流会は北陸中部地区および関西地区で開催され、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 28 年度労働災害統計の作成 

②平成 28 年度労働安全表彰事業場の選考について検討 

③平成 29 年度活動方針について検討 

④平成 29 年度労働安全の予算について検討 

⑤平成 29 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（北陸中部地区および関西地区） 

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 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)UACJ 深谷（平成 28 年 7 月 5 日 関東地区委員会） 

本多金属工業(株)（平成 28 年 10 月 14 日 北陸中部地区委員会） 

異業種交流会：花王(株)栃木工場（平成 28 年 11 月 30 日 関東地区委員会） 

 

3.2-2 労働災害統計の作成 

平成 28 年度の労働災害状況の統計（43 社 115 工場）を作成し、協力会員全社に配布した。 

 

3.2-3 平成 28 年度労働安全優良事業場の選考 

平成 28 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 29 年 3 月 29 日（水）

開催の第 256 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 29 年 5 月 26 日に開催する総会時に行う。 
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○表彰事業場（表彰安全成績対象期間は平成 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 下妻工場 

 株式会社 LIXIL 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 茅ケ崎工場 

 東洋アルミニウム株式会社 湘南矢畑工場 

 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 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 御所工場 

 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 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 小矢部工場 

 昭和電工株式会社 小山事業所 

 株式会社 UACJ 深谷製造所 

 株式会社 LIXIL 有明工場 

株式会社 LIXIL 石下工場 

 

3.2-4 緑十字賞表彰  

当協会推薦の東洋アルミニウム(株) 八尾製造所の辻光義氏と理研軽金属工業(株)の佐藤正明氏

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 28 年 10 月 19 日全国産業安全衛

生大会にて表彰された。 

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)日野製造所の金子新一氏が、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 10 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。 
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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、北陸中部地区および関西地区において下記の通り開催した。 

・第 96 回管理・監督者体験交流会（北陸中部地区）：平成 28 年 6 月 24 日開催  

 （於：石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川） 参加者：91 名） 

 ＜体験発表＞ 

  (1)「労働災害の撲滅」(株)新日軽北陸 岡田 茂氏 

  (2)「安全衛生活動の見直し」本多金属工業(株)稲沢工場 水野 元昭氏 

    (3)「小集団による安全活動」軽金属押出開発(株) 伊藤 智子氏 

  (4)「ML65 災害からの試験課」(株)UACJ 名古屋製造所 岩田 博英氏 

＜グループ討議＞ 

  体験発表 4 件について、8 グループに分かれて討議した。 

＜講演と研究発表＞ 

 (1)テーマ：「アルミニウム粉塵爆発防止対策」 

講師 安全委員会委員（三菱アルミニウム(株)）上野 善正氏 

  (2)テーマ：「フォークリフト事故災害ゼロを目指した安全活動」 

   講師 ビューテック(株) 阪本 光夫氏 

  (3)テーマ：「アルミニウム水蒸気爆発防止対策」 

   講師 安全委員会委員（三菱アルミニウム(株)）上野 善正氏 

 

 ・第 97 回管理・監督者体験交流会（関西地区）：平成 28 年 11 月 25 日開催 

（於：中央電気倶楽部 参加者：88 名） 

＜体験発表＞ 

(1)「「安全感性」を高める取組み」東洋アルミニウム(株)日野製造所 竹村 豊氏 

(2)「「C150 運動」と抽伸工場リフレッシュ」活動報告」和伸工業(株)美原工場 東 周平氏 

(3)「片木アルミ本社工場における安全教育～災害の芽を摘む～」 

(株)片木アルミニューム製作所 藤本 武史氏 

   (4)「2014 年発生災害からの堺事業所安全体制再構築～私達はこうして変わった～」 

                     昭和電工(株)堺事業所 中川 信太郎氏 

＜グループ討議＞ 

    体験発表 4 件と共通テーマ（玉掛け・クレーン作業の安全対策）について、8 グループ

に分かれて討議した。 

  ＜講演＞ 

    テーマ：「アルミ安全担当者（OB）からの提言～リスクアセスメントのすすめ～ 

     講師 労働安全衛生（OS&H）ジェネラルアドバイザー  

オフィス OKANO 代表 岡野 陽輔氏 
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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 28 年度も震度 5 弱を超える地震が数回あったが、

地震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。 

 

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 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（29 事例）・下期分（24 事例）に分けて作成し、会員会社に配布

した（下期分は平成 29 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 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 2,377 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。（但し、平成 28 年度分はデータベース検索システ

ムの不具合により、更新は平成 29 年 4 月更新予定） 

 

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 安全データシート（ＳＤＳ）改訂版（ひな型）の作成（標準化総合委員会ＳＤＳ分科会） 

  当協会では、会員企業が活用できる SDS ひな型をホームページ上（会員ページ「環境」ペ

ージ）で掲載していたが、労働安全衛生法の一部改正によりアルミニウムが通知対象物質に

追加されることとなった（施行期日：平成 29 年 3 月 1 日改正）ことから、安全委員会、エ

ネルギー・環境委員会で検討し、標準化総合委員会 SDS 分科会を立ち上げ、SDS 改訂版ひ

な型を作成した。また、委員からの要望で英文、中文の翻訳版を作成し、合わせて協会ホー

ムページ会員ページに掲載した。 

 

3.2-11 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、官民連携の協議会の設立を提案し、当協会を含む 8 団体による「製造業安全

対策官民協議会」が 3 月 6 日に発足した。 
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これは、鉄鋼業界で昨年初に死亡事故が多発したこと、安全対策を行っているものの効果が

表れていないこと、個社で取り組んではいるが他業種の状況はよく知らないことなどが設立

の背景にある。そこで、官民連携の協議会により、業種横断的に検討や普及活動を推進する

こととなり、当協会も安全委員会として賛同し参画することとした。当協会からは安全委員

会の近藤篤司委員長（三菱アルミニウム(株)）が第 1 回協議会に構成員として出席した。 

 

 

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 

 

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 28 年度のアルミニウム関係特恵関税 

4.4-1  平成 28 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
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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 28 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

ることが発表された。 

なお、特恵受益国は、平成 28 年度は 135 ヶ国 5 地域。 

（参考）財務省貿易統計：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/t_kanzei/ 

 

 

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 国際会議の日本開催 

2016 年 10 月 24～28 日までの 5 日間、東京（学士会館）にて開催した。TC 79 には SC が 8

つあるが、今回は、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 9（記号）、SC 11（チタン）の 5 つの SC 会議が開催さ

れ、 終日は TC 79 全体会議、また、10 月 24 日の夕刻に GAG Web 会議も併せて開催された。 

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

2015 年 10 月に開催された ISO/TC 79 国際会議（Washington DC）にて ISO 115 の改訂を日

本より提案し了承されたことから、その内容について詳細な検討を開始した。改訂内容は、日

本国内の実績に即した“化学組成一覧表への新たな合金追加”であり、上述の 2016 年 10 月に開

催された ISO/TC 79 国際会議（東京）で報告し、基本的了解を得た。 

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

上記同様に 2015 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ことから、その内容について詳細な検討を開始した。

ISO 209 については、AW 規格番号の削除、新合金の追加と未利用合金の削除を中心とし、ISO 

6362 と 6363 については、JIS との整合化を考慮した Technical 及び Editorial な種々の内容

について改訂案を作成した。本件についても 2016 年 10 月に開催された ISO/TC 79 国際会議

（東京）で報告し、基本的了解を得た。 

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

ISO 2107:2007 の定期見直し再投票により、使用している国が 5 ヶ国以上になったことから、

当初の廃止から存続に変更となった。また、今後は EN 515:1993(Aluminium and aluminium 

alloys. Wrought products. Temper designations)規格承認後に ISO 2107 を改めて見直すこと

になった。 
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5.1-1-5 ISO/TC 79/SC 12 

  TC 79 へ移管された SC 12（アルミニウム鉱石）の国内審議団体が未定の状態になっていたた

め、標準化総合委員会で対応を検討し、日本アルミニウム協会を国内審議団体として申請した。 

                        （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 H4000 追補 

熱間圧延板薄肉化の取組みがなされ，3004、3104 については，2mm 厚まで熱間圧延板の製造

が可能となった。そのため、建築物等で多く用いられている 2mm 厚前後の 3004 及び 3104 合

金板において，質別 H32 から H112 への変更が可能となった。よって、A3004P 及び A3104P

に質別 H112 を追記する追加補正を申請し、2017 年 3 月 21 日に官報に公示された。 

 

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。本資料を今後の活動のベースとする。 

（標準化総合委員会） 

 

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には詳細版を掲載予定。 

 （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、分析精度に関して調査し、

JISH1307 の改正内容について討議を継続実施。JISH1307 以外の分析に関する規定について

は個々の対応策を議論中。 

 （分析委員会） 
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5.1-6 「アルミニウム合金製水門設計・製作指針（案）」改訂 

アルミニウム合金は、軽量高強度でかつ耐食性に優れ、各種土木構造物の素材として広く使用

されている。アルミニウム製品の需要増に応えるため、一般社団法人日本アルミニウム協会の

土木製品開発委員会では、高欄、車両用防護柵、柵、水門、照明ポールなど様々なアルミニウ

ム製品の研究開発および技術の普及に努めてきた。この中でも、水門では早くからアルミニウ

ム合金が使用され、当協会の前身団体である軽金属協会は、「アルミニウム合金製水門設計製作

指針案」を 1979 年に発行した。その後、アルミニウム合金製の河川・沿岸域での水門の使用

実績も増加し、特に 2011 年の東日本大震災以降は、津波対策として維持管理が容易なアルミ

ニウム合金製水門・陸閘が多数採用されている。また、今後来襲が予想される津波に対しても

臨海部に立地する発電所や工場などの防災対策として、アルミニウム合金製水門・陸閘が採用

されるようになってきた。アルミニウム合金の有用性が認識されるに従って水門のみならず橋

梁、道路設備など土木施設の様々な構造部材に用いられるようになってきた。このため 新の

研究成果および知見を取り入れて設計基準の作成・改訂の必要性が高まり、この検討を当協会

から公益社団法人土木学会へ委託した。この成果として、2015 年に「アルミニウム合金製土木

構造物設計製作指針（案）」を土木学会より発刊した。この指針（案）によりアルミニウム合金

の設計方法が整備されかつ製作方法が整理され、アルミニウム合金の土木分野への今後の適用

が安心して出来る環境が整った。作成から相当期間が経過している「アルミニウム合金製水門

設計製作指針案」も、 近の知見を取り入れつつ土木学会の改訂に合わせるため、当協会内に

「アルミニウム合金製水門設計製作指針案改訂小委員会」を組織し、改訂作業を実施した。改訂

にあたり、アルミニウム業界、学識関係者、官公庁の多方面の参画を得て、約 1 年間の検討期

間を経て、平成 28 年 9 月に発刊した。 

（土木製品開発委員会） 

 

5.1-7 「アルミニウム合金土木構造物設計・製作指針（案）」における A5083-H112 の押出形材 

の引張強さ下限値設定 

 JIS H 4100「アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材」が 2015 年に改正された際、押

出形材の A5083-H112 の 0.2%耐力が「140N/mm2 以上」から「110N/mm2 以上」に変更され

た。これは、この JIS 規格を 1999 年に改正する際、A5083-H112 の 0.2%耐力を「110N/mm2

以上」とすべきところを、「140N/mm2 以上」と誤記したことによる（JIS H 4100 の 2015 年

改正版の p.39 参照）。したがって、押出形材の A5083-H112 の 0.2%耐力に対する JIS の下限

値は、1999 年以前は 110N/mm2 であり、1999 年から 2015 年の間は 140N/mm2 であった。ア

ルミニウム合金土木構造物設計・製作指針（案）で規定される、押出形材の A5083-H112 に対

する許容応力度は、140N/mm2 の 0.2%耐力に対して設定されている。質別 O と H は、それぞ

れ焼きなましと加工硬化を表す。したがって、H 材の 0.2%耐力が O 材のそれを下回ることは

ない。しかし、今回改正された JIS H 4100 においては、押出形材の A5083-O の 0.2%耐力の

下限値は、38mm 以下の板厚に対して 120N/mm2 であり、A5083-H112 の下限値がこれを下回
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る。 この様な状況で、国内のアルミニウム合金圧延メーカー5 社などから材料検査証明書（ミ

ルシート）を収集し、A5083-H112 の押出形材の強度に関する統計調査を行った結果、土木製

品開発委員会会員各社には、今後「アルミニウム合金土木構造物設計・製作指針（案）」を使用

する際には、以下に記載の数値を使用するよう告知した。 

今回調査した A5083-H112 の押出形材は、JIS における 0.2%耐力の下限値が 140N/mm2 に

対して製造されたものである。調査したA5083-H112の押出形材の 小値は 156N/mm2であり、

JIS の下限値 140N/mm2 を上回っていた。A5083-H112 の押出形材に対して、JIS における 0.2%

耐力の下限値が 110N/mm2 であった時期に実施された調査結果においても、 小値は

133N/mm2 であり、140N/mm2 に近い値であった。したがって、アルミニウム合金土木構造物

設計・製作指針（案）においては、A5083-H112 の押出形材の 0.2%耐力の下限値を 140N/mm2

と規定しても問題はないとの結論になった。 

JIS H 4100 においては、押出形材の A5083-H112 の引張強さの下限値が 270N/mm2であり、

押出形材の A5083-O の引張強さの下限値 275N/mm2 より低い値となっている。この逆転は、

A5083-H112 が網羅する板厚の 大値が 130mm、A5083-O のそれが 38mm であり、網羅する

板厚の違いによるものと推察される。しかし、アルミニウム合金土木構造物設計・製作指針（案）

で許容される板厚の上限値は 40mm である。今回の調査で、押出形材の A5083-H112 の引張

強さの 小値は 280N/mm2 であり、過去の調査では 276MPa であった。したがって、アルミ

ニウム合金土木構造物設計・製作指針（案）においては、A5083-H112 の押出形材の引張強さ

の下限値を、押出形材の A5083-O の引張強さの下限値と同じに設定し、引張強さの下限値を

275N/mm2 と規定しても問題はないとの結論になった。 

（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

28 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） 
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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継続している。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、分析結果、分析精度について議論、整理

し、規格化を検討中である。 

（分析委員会） 

 

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。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・技術開発委員会 

(1) 「アルミニウム技術戦略ロードマップ 2015 & 2016」の策定・発行 

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、「アルミニウム技術戦略ロー

ドマップ 2009」を策定して以来、2014 年度までは毎年見直し版を発行してきた。今回は 2015 

& 2016 年度合併版を作成し、2016 年 5 月 16 日に発行した。 

(2) 国家プロジェクトへの参画 

平成 28 年度は、科学技術振興機構（JST）「産学共創基礎基盤研究プログラム」にアルミ関連

研究テーマ 2 件（「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 芹澤先生他、「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 渡辺先生他）が新たに採択された。また、NEDO のア

ジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業に 1 件（「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）採択され、継続テーマと合わせると、平成 28

年度は下記①～⑩の 10 テーマがロードマップ実現のための国家プロジェクトとして活動し
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た。中長期需要・技術開発委員会では、各々のテーマの進捗状況報告会等に参加し、産業界の

ニーズに適合させるよう進捗状況をフォローすることによって実用化の方向性を探っている。 

①「超微細粒強化と時効析出強化を並立させる新規アルミニウム合金展伸材の開発とその合

金設計指導原理の確立（横浜国大 廣澤教授他）  

②「水素分配制御によるアルミニウム合金の力学特性 適化」（九州大学 戸田教授他） 

③「高強度・高靱性アルミニウム合金開発」（技術研究組合） 

④「アルミニウム材新製造プロセス技術開発」（技術研究組合） 

⑤「鋼材／アルミニウムの接合技術の開発」（技術研究組合） 

⑥「アルミニウム／CFRP 接合技術開発」（技術研究組合） 

⑦「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） 

  ⑧「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） 

⑨「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） 

  ⑩「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） 

また、新たな国家プロジェクト参画を目指して NEDO や JST と継続的にコンタクトしている。 

 

(3) 技術サロンの開催 

平成 28 年度は前述の通り、年度初めに技術戦略ロードマップを発行したこと、また、国プロ

参画に活動の重点を置いたため、技術サロンは 1 件（2017 年 2 月 22 日「ナノ析出組織の形成

機構の解明によるアルミニウム合金の高強度・高性能化」東工大 三原 D）に留まった。 

 

 (4) 中長期研究助成の実施 

中長期需要・技術開発委員会として、ロードマップの実現に資すると判断されるテーマについ

て平成 20 年度より研究助成しているが、平成 28 年度は平成 27 年度アルミニウム研究助成事

業成果報告会のテーマの中から、下記 2 件選定し、研究助成を行った。 

①「ナノ析出組織の形成機構の解明によるアルミニウム合金の高強度・高性能化」 

三原 麻未（東京工業大学 大学院理工学研究科 D3） 

②「AIH‐FPP による安定金属拡散層を援用したアルミニウム合金表面へのカーボンコー

ティング適用技術の開発」 

曙 紘之（広島大学 大学院工学研究院 助教） 

 

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 28 年度に新たに発足したインフラアルミ化委員会の立ち上げとして、日本アルミニウ

ム協会会員を対象に公募するとともに有識者にも参加いただき、平成 29 年 3 月 7 日にキック



 － 33 －

オフミーティングを行った。早稲田大学依田教授を委員長とし、基本方針としては、①土木構

造物設計・製作指針案改訂小委員会、②施工促進 WG、③需要探索・市場調査 WG に分かれて

活動していくこととした。今後、具体的な実施計画の立案を行い、活動していく。また、情報

収集の一環として平成 28 年 11 月 28 日に設立されたインフラメンテナンス国民会議（事務局：

国土交通省内）にも参画した。 

 

5.3-3 平成 28 年度日本アルミニウム協会賞の選考 

平成 28 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 29 年 5 月 26 日に開催の定時総会会場にて行われる。 

 

・名称【窓用電動シャッター エアリス マルチ電動】 

受賞者 木村 弘一：(株)LIXIL サッシ事業部サッシ事業部長 

      飯盛 光洋：(株)LIXIL サッシ開発 2 部雨戸シャッター開発グループ  

      近藤 雅徳：(株)LIXIL サッシ開発 2 部雨戸シャッター開発グループ  

 

・名称【アルミニウム合金製架線支持ビームの開発】 

  受賞者 古山 幸男：東日本旅客鉄道(株)東京電気システム開発工事事務所副課長 

      猿田 裕司：東日本旅客鉄道(株)東京電気システム開発工事事務所 

      根本 孝洋：(株)住軽日軽エンジニアリング構造物営業部課長 

      鈴木 英明：(株)住軽日軽エンジニアリング設計技術部課長 

      斎藤 栄徳：日軽金アクト(株)取締役技術開発統括室室長 

      長橋 秀和：日本軽金属(株)グループ技術センター解析・設計グループ 

 

・名称【アルミパイプ構造材 GF】 

  受賞者 石田 保夫：SUS(株)代表取締役社長 

      宗像 剛：元 SUS(株)取締役常務 

      柏木 栄治：SUS(株)取締役開発担当 

 

・名称【視認できないコードを印刷した包装材料『Ai－PACⅡ』の開発】 

  受賞者 西尾 宏：(株)UACJ 技術開発研究所第二研究部トライボロジー研究室主査 

      北田 有希絵：(株)UACJ 技術開発研究所第四研究部海外技術開発室 

      田中 徹：(株)UACJ 製箔伊勢崎工場品質保証部主査 

小池 明宏：(株)UACJ 製箔営業本部加工箔部東京営業課 

重田 龍男：(株)シンク・ラボラトリー代表取締役社長 
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・名称【高熱伝導・高強度アルミ板材 ST60-HSM®の開発】 

  受賞者 籠重 眞二：昭和電工堺アルミ(株)生産・技術統括部生産技術部 

      伊藤 昌明：昭和電工堺アルミ(株)生産・技術統括部生産技術部 

      細井 隆広：昭和電工堺アルミ(株)生産・技術統括部製造部 

 

＜開発奨励賞＞ 

・名称【厚肉品の製造に適した新鋳造法の開発】 

  受賞者 古田 昌伸：リョービ(株)ダイカスト本部研究開発部研究開発係係長 

      小川 悦司：リョービ(株)ダイカスト本部研究開発部研究開発係主任 

加戸 洋輔：リョービ(株)ダイカスト本部研究開発部研究開発係 

      山田 忠郎：(株)東京軽合金製作所 LP･GD 工場 GD 製造グループ係長 

松村 正博：リョービミツギ(株)鋳造課主幹 

 

・名称【ハイブリッド窓 サーモスＸシリーズ】 

  受賞者 木村 弘一：(株)LIXIL サッシ事業部 サッシ事業部長 

      上田 武司：LHT サッシ事業部サッシ開発 1 部サッシ商品開発第 2G  

      中山 佳之：LHT サッシ事業部サッシ開発 1 部サッシ商品開発第 1G  

 

・名称【鉄道車両制御装置用冷却器「水冷媒式沸騰冷却器」の開発】 

  受賞者 後藤 永：三菱アルミニウム(株)熱交加工品部設計・開発グループ主査 

      末木 靖人：三菱アルミニウム(株)熱交加工品部設計・開発グループ主査 

      鈴木 実：(株)エムエートレーディング熱交加工品部主任   

 

・名称【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】 

  受賞者 安田 剛：三協立山(株)三協アルミ社技術開発統括部技術部基礎技術課 

      南 隆雄：三協立山(株)三協アルミ社技術開発統括部商品企画部商品企画課 

 

＜技術賞＞ 

・名称 【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】 

  受賞者 鈴木 勝博：太平洋工業(株)プレス樹脂事業部プレス技術部理事 

      中嶋 健造：太平洋工業(株)プレス樹脂事業部プレス技術部課長 

      濱本 篤：太平洋工業(株)プレス樹脂事業部プレス技術部係員 

      岡田 俊哉：(株)UACJ 技術開発研究所深谷センター 

      松原 和男：(株)UACJ 技術開発研究所第六研究部 

福田 敏彦：(株)UACJ 技術開発研究所第六研究部 
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・名称【高抵抗アルミニウム箔】 

  受賞者 多田 裕志：東洋アルミニウム(株)先端技術本部常務執行役員 

      左近 貴浩：東洋アルミニウム(株)先端技術本部コアテクノロジーセンター 

   

・名称【高力アルミニウム合金の中空形材の押出ダイスの開発】 

  受賞者 林 沛征：日本軽金属(株)グループ技術センター構造設計グループ主任研究員 

      斎藤 栄徳：日軽金アクト(株)取締役技術開発統括室室長   

  

＜技術奨励賞＞ 

・名称【・名称環境配慮型アルミニウム地金の開発】 

  受賞者 平野 健太郎：アサヒセイレン(株)技術サービスセンター主任研究員 

      松本 剛 ：アサヒセイレン(株)中部地区営業本部中部営業所所長 

      豕瀬 斗悟：アサヒセイレン(株)技術サービスセンターアシスタントマネジャー 

 

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

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、検討を

開始した。 

（中長期需要・技術開発委員会） 

5.3-5 短中期需要開拓活動 

足下の需要開拓を目ざして、平成 25 年度に短中期需要開拓委員会を立ち上げ、活動を開始し

た。平成 27 年度の橋梁アルミ化検討 WG 活動の成果により、平成 28 年度はインフラアルミ化

委員会を新規に発足することができた。 

 

5.3-6  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 
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6 月 1 日にホテルアジュール竹芝に於いて、第 23 回年次講演会を開催した。講師は難波和彦

氏（工学博士、東京大学名誉教授、難波和彦+界工作舎代表）で 76 名が参加した。     

また、第 4 回の協議会表彰として、恵比寿ガーデンプレイスにおいて平成 18 年から毎年、バ

カラシャンデリアの展示において、アルミ構造で作られたショーケースをリユースして使用

して 10 周年を迎えた、バカラパシフィック(株)及びサッポロ不動産開発(株)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 6 日に機関誌「AL 建」44 号を発刊した。発行部数は 1,300 部である。 

第 23 回通常総会を開催（平成 28 年 6 月 1 日）し、平成 28 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 JR 関連のベビー休憩室や喫煙ブース、駅ホームの待合所、排

水機場の屋根構造体、アルミハニカムキャノピーの支柱への利用などを紹介した。特集では

年次講演会から難波和彦氏の「実験住宅アルミエコハウス 1999」、前島彩子氏の「築 40 年

超のアルミ住宅」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。さらに

新たに「アルミ汎用形材コーナー」を設け、アルミ材料の情報提供の一助となる様改良中。 

  (3) その他 

平成 28 年 10 月 21 日～22 日に軽金属押出開発(株)の見学会を実施、23 名の参加。（委員会

員 7 名+会員企業 14+他 2 名）。 （アルミニウム建築構造普及事業） 

 

5.3-7 自動車技術展におけるアルミ化動向調査 

25回目の開催となった自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2016横浜は、出展社数は

昨年と同様の538社*1、来場者数は3日間合計で87,375名（過去 高の2014年87,523名には届

かなかったものの2015年の86,939名より436名増）の盛況ぶりであった。 

*1）自動車：11社（13社）、部品：150社（157社）、材料：51社（52社）、テスティング：

177社（163社）、CAEソリューション：39社（42社）、カーエレクトロニクス：24社（20

社）、R&D・出版・団体・他：86社（86社）（※注記（ ）内は2015年） 

2016年は特別企画展示として“我々をワクワク、ドキドキさせた技術の今昔”をテーマに、各メ

ーカーが今昔の自動車や二輪車などを出展していた。 

トヨタからは2014年に市場投入されたFCV「ミライ」のカットモデルや1965年当時に人気と

なった「トヨタ スポーツ800」（通称；ヨタハチ）など、我々をワクワク、ドキドキさせた

今昔技術が紹介され、将来に向けての更なる進化へつながる技術が展示された。 

アルミ部品の展示は、ダイカストによるエンジン・足回りなど、部品毎での採用例が多数あり、

2輪車用ライナーレスのシリンダーブロックや中空一体成型による薄肉化・溶接レスによる高

剛性の世界 軽量サブフレームが展示されていた。板では、歩行者衝突時の頭部損傷を軽減す

るため横波構造と薄肉化したフードの開発品や樹脂製より軽量・高強度のオイルパン、押出材

では、バンパーレインフォースが展示されていた。また、クリーンエネルギー車用として、イ
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ンホイールモータより小型な電気自動車用駆動装置や、FCV用高圧水素タンクとして世界で

初めてGTR(Global Technical Regulation)に適合したアルミライナーなどが展示されていた。 

マルチマテリアルでは、異種素材を組み合わせることによる軽量化の事例が多く展示されてい

た。アルミ押出形材のハイドロ成形と樹脂の射出成形の統合技術によるステアリングメンバー

の量産品、アルミ鋳物と樹脂のインサート成形など異種素材の一体化成形品が展示されてい

た。また、アルミバンパーシステムに利用されている電磁成形技術を金属・樹脂などのブラケ

ットの接合に展開したステアリングメンバ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.23 No.97・

2016年秋号」に掲載した。 

 （自動車アルミ化委員会） 

5.3-8 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 28 年暦年の国内生産実績は 11,708 千個

（前年比＋4.3％）、輸入 6,631 千個（前年比＋0.1％）、合計では 18,339 千個（前年比＋2.8％）

と国内生産、輸入ともに増加となった。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－1.5％と減少、12 月末ホイール在庫は、対前年比－7.8％の 775

千個となった。 

                                  （車輪委員会） 

5.3-9  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 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 139 事業者（中国：76、日本：18、台湾：19、その他：26）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
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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 35 点を選定し、アルミホイールを適宜購入し、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 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） 

5.3-10  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 28 年度は平成 27 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.32 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11 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） 

5.3-11  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

技術会等に反映させる活動を継続実施した。JIS13988 の定期見直しでは、将来的に鉛フリー

の提案を検討している旨のコメント付きで「確認」投票を実施。また、JASO/鉛フリーバラン

スウェイトの改正、ISO10597、ISO7575 定期見直しを実施した。 

（車輪委員会） 

5.3-12 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

29 年度にとりまとめる。 

（アルミニウム車両委員会） 

5.3-13  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 27 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 778 両(対前年比 113％)で、モノレー
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ルおよび新交通システムを含めた総数では 858 両（対前年比 115%）となり、4 年ぶりに 800

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 58.4％

（対前年比 2.9 ポイント増）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 22,078

両、総数では 23,057 両となった。 

（アルミニウム車両委員会） 

 

5.3-14  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

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。今後は、3年・5年・N年経過後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） 

5.3-15  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年度中に完了し、平成29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） 
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5.3-16  アルミニウム合金製桁橋「金慶橋」調査 

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。本橋は、道路橋として橋桁部に鉄鋼以外の

金属材料が使用されたわが国唯一の例であり、アルミニウム合金の溶接など当時の 新技術が

使用されている。当時、アルミニウム合金が構造用強度材として使用されていたのは、造船分

野、特に海上保安庁の全アルミニウム合金製巡視艇程度であり、構造材料へのアルミニウムの

使用拡大という目的のため、関係者は本橋の実現に努力し、結果として当時の学会、関係業界

の注目を大いに集めた。本橋の架橋地点は、樹木が生い茂り、4m下の沢から水分が供給される

ため、常に金属表面は高湿度の環境である。一般社団法人日本アルニウム協会は、橋桁の経年

変化を調査するため、これまでに1995年、2007年、2012年の3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。今後も定期的に調査が予定されており、 近の調査は、5年ぶりに平成29年3月

に実施された。調査結果は、株式会社建設図書刊「橋梁と基礎」誌2017年9月号に掲載される

予定である。 

（土木製品開発委員会） 

5.3-17 アルミニウム合金製制震ダンパーの実用化検討 

金属材料の塑性変形により地震エネルギーを吸収する履歴型制震ダンパーとして、座屈拘束ブ

レース(BRB)とせん断パネルダンパー（SPD）が土木・建築制震構造では多用され、素材とし

ては主として鋼材が用いられる。一方、アルミニウム合金（アルミ）を制震ダンパーに適用す

る研究開発も近年行われるようになり、鋼製 BRB の性能に匹敵するアルミ製 BRB も製作可能

になってきている。しかし、BRB を主構造へ取り付ける構造細目，鋼板との電食を防止する方

法等実用化のために解決しなければならない課題も存在する。さらに、SPD については、我が

国では研究がほとんど行われていない。このようなアルミの制震ダンパーへの適用の現状に鑑

み、平成 26・27 年度でアルミ製 BRB あるいは SPD の実用化に向けた検討委員会を編成した。

検討委員会は、我が国における橋梁耐震設計の第一人者である宇佐美勉名古屋大学名誉教授を

長とし、学術関係者、橋梁メーカー、土木コンサルタント、アルミ業界の各界より 15 名で構
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成され、6 回委員会を開催し、検討を進めた。平成 28 年度上期に検討結果を報告書に取りまと

めた。 

（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。同研究所とは、土木製品委員会が平成 26・27 年度

に実施した「橋梁用アルミ合金製制震ダンパー」の開発検討の中で関係が深まった。受託額

は 950 万円で、平成 28 年 12 月までに以下の 4 項目を実施し、報告書を提出した。 

    ・既設検査路の設置状況調査 ・国内外設置基準調査 ・アルミ合金製検査路の設計条件

作成 ・アルミ合金製検査路実物大モデル（長さ 6m）での耐荷力試験 

この資料は、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る。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では、防護柵・水

門・覆蓋・照明ポールなどすでにアルミが採用されている土木製品の周知広報に加え、今後

も道路橋床版・検査路・橋梁用制震ダンパー・オールアルミトラス構造橋などこれまでアル

ミが使用されなかった製品の共同開発にも注力していく計画である。 

（土木製品開発委員会） 

5.3-19  特許関連情報調査 

特許庁審査部から、「特許行政の 近の動向」「特許出願・審査等に関する統計資料」について

講演頂き、質疑応答を行った。また、特許庁と各社の特許担当者が 3 グループに分かれ、2 グ

ループは「特願 2006-238146 号の検討」について、残る 1 グループは「審査の質、ＰＢＰＣの

その後」について活発な意見交換を実施した。また、日本貿易振興機構［ＪＥＴＲＯ］バンコ

ク事務所知的財産部長（東南アジア担当）の高田元樹氏、知的財産専門家の澤井容子氏に、「

近のアセアンの知財情勢」ついて講演を頂き、意見交換を行った。 

                                                         （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 国際会議が東

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） 
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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 28 年度は、前年度に続き経済産業省の後援を得て、第 6 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 28 年 10 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日の期間に募集した。

日本全国から 1,197 作品の応募があった。入賞 26 作品は、3 月 6 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」・「 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） 

6.1-2 子供向け学習用教材の配布・増刷 

子供向け学習用教材「アルミ！なるほどミュージアム」を 30,000 冊増刷し、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 6 日～8 日に東京ビッグサイトで開催された第 3 回高機能金属展、10 月 5 日～7 日にイン

テックス大阪で開催された第 3 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 15 日（木）～10 月 8 日（土）の 24 日間に亘り、

東京メトロの主要駅（全 127 駅）に「東京メトロはすべてアルミ車両だから･･･」と題するポ

スターを掲示した。昨年に続く第二弾であり、日比谷線新型車両 13000 系をモデルとして、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 

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」（7 月 27 日～

28 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。                            

（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
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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が、本年度は日本電線工業会が

幹事となって以下の活動を展開した。 

 

・日 時： 2016 年 11 月 8 日（火）  9：30～17：00 

・参加学生：33 名 

・内 容：  

1. 講演会 9：30～11：25（経済産業省 本館地下 2F 会議室） 

① 山下 隆也 氏（経済産業省 製造産業局 金属課長） 

「日本の競争力を支える素材産業の成長戦略と政策」 

② 伊藤 雅彦 氏（株式会社フジクラ 取締役社長） 

    「非鉄金属の可能性と複合素材製品開発による市場開拓」 

③ 藤居 俊之 氏（東京工業大学 物質理工学院 教授） 

    「ナノ・ミクロから始まるマクロな高機能金属材料の開発 

－ 新の電子顕微鏡法で観える金属の疲労転位組織－」 

2. 工場見学会 13：30～17：00（㈱フジクラ 佐倉事業所） 

  （非鉄金属ネットワーク協議会） 

 

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 9 回実施）。 

会員専用ページでは、 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 

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.96～98 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



 － 44 －

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. 184（特集：アルミ缶）10,000 部 

・アルミエージ No. 185（特集：新幹線）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 11 回（No.264

号～No.273 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（E7 系/W7 系新幹線など６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 14 回講演会の資料５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

「人とくるまのテクノロジー展 2016」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、ロゴマークの並び替えや統計デ

ータの更新等をおこなった。 

 

6.1-14 「アルミ景観製品ニュース No.29」発刊 

土木製品開発委員会では、平成 3 年以降、年に 1 回あるいは 2 回アルミ土木製品の広報を目的

に広報誌「アルミ景観製品ニュース」を発行している。本年度は、「アルミニウム合金製水門設

計製作指針（案）」の発行に併せ、アルミ水門を特集した。5,500 部を印刷し、委員会会員各社

を通じて、国土交通省、高速道路会社、地方自治体、橋梁メーカー、土木コンサルタントなど

に配布した。 

（土木製品開発委員会） 

 

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。 
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平成 28 年度出版物リスト 

発行 

年月 
出   版   物   名 

定 価 

（円） 
部 数 版 頁 

28. 4 アルミで安心 災害・防災・防犯に活躍するアルミ製品 非売品 300 A4 43 

 

 

28. 4 アルミ！なるほどミュージアム（増刷） 非売品 10,000 B5 50 

28. 5 「アルミニウム」No.96（2016 年春夏号） 1,620 1,300 A4 44 

28. 9 「アルミエージ」No.184 非売品 10,000 ﾊﾝﾃﾞｨ 16 

28. 9 「アルミニウム」No.97（2016 年秋号） 1,620 1,300 A4 54 

28.11 第 55 回アルミニウム技術研修会テキスト 非売品 400 A4 86 

28.11 平成 28 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 

130 A4 135 

28.11 「アルミ景観製品ニュース」No.28 非売品 5,500 A4 6 

29. 1 「アルミニウム」No.98（2017 年冬号） 1,620 1,300 A4 38 

29. 1 アルミニウム統計年報（2015 年度版） 5,400 400 A4 88 

29. 2 アルミニウムハンドブック 第 8 版 5,400 4,280 A4 334 

29. 3 「アルミエージ」No.185 非売品 10,000 ﾊﾝﾃﾞｨ 16 

29.3 アルミ！なるほどミュージアム（増刷） 非売品 20,000 B5 50 

 

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 28 年度開催の第 55 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： 2016 年 11 月 1 日（火）午後 〔きゅりあん〕     

  ・名古屋： 2016 年 11 月 7 日（月）午後 〔名古屋銀行協会〕      

  ・大 阪： 2016 年 11 月 8 日（火）午後  〔OMM ビル〕 

   

  (2) 講演テーマ・講師 

  ・講演テーマ：講演 1「自動車における軽量化とアルミニウム合金の適用」 

         講演 2「世界で強化される自動車燃費規制とその影響」 

         講演 3「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」 
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         講演 4「アルミニウム合金製検査路「KERO」の開発」 

・講師： 

講演 1 神戸 洋史氏（日産自動車株式会社  パワートレイン生産技術本部 成形技術部 
鋳造技術グループ シニアエキスパート） 

講演 2 西野 浩介氏（株式会社三井物産戦略研究所 産業情報部 産業調査第一室 室長） 
講演 3 佐野 秀男氏（株式会社 UACJ 押出加工 技術統括本部 副本部長） 

講演 4 大島 勤 氏（株式会社住軽日軽エンジニアリング 設計技術部 構造物チーム 担当

次長） 

 

(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  96  41  137 

名 古 屋  59  26   85 

大   阪  54  19   73 

計 209  86  295 

 

 (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「2016 春季大会材料フォーラム」での講演 

(1) 材料部門委員会「自動車のイノベーションを生む材料技術」 

 ①期 日：平成 28 年 5 月 26 日（木） 

 ②場 所：パシフィコ横浜 

 ③参加者：390 名 

 ④内 容：「自動車マルチマテリアル化技術の進展」 

      (株)神戸製鋼所 橋村徹氏 

（自動車アルミ化委員会） 

6.3-3 講習会「平成 28 年度 自動車のアルミ化技術講習会」 

(1) 期 日：平成 28 年 11 月 29 日（火） 

(2) 場 所：きゅりあん(品川区立総合区民会館) 

(3) 参加者：94 名 

(4) 内 容：アルミ化動向（委員長）、「自動車のマルチマテリアル化とアルミニウムの適用」（マ

ツダ 杉本幸弘氏）、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） 
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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 29 年 3 月 3 日（金） 

 (2) 場 所：自動車技術会 会議室 

(3) 参加者：約 30 名 

(4) 内 容：「自動車熱交換器用アルミニウム材料の技術動向～省エネ・環境対応熱交換器への

適応」 

三菱アルミニウム(株) 岩尾祥平氏 

（自動車アルミ化委員会） 

 

6.3-5 プラッツ金属資源フォーラム アルミ部会（プラッツ社） 

(1) 期 日：平成 28 年 11 月 9 日（水） 

(2) 場 所：東京コンラッドホテル 

(3) 参加者：約 100 名 

(4) 内 容：「自動車のアルミ化動向」 

      UACJ(株)水越 秀雄氏（自動車アルミ化委員会委員長） 

（自動車アルミ化委員会） 

 

6.3-6  第 11 回アルミホイール実務講座（ワークショップと実務講座を隔年で実施） 

(1) 日 時：平成 28 年 10 月 27 日（木） 

 (2) 場 所：（一社）日本アルミニウム協会  

(3) 参加者：21 名 

(4) 内 容：下記講演会を実施 

・「塗装不具合率低減」                  日立金属(株) 篠田 誠氏 

 ・「アルミホイールの強度解析と凝固解析」  エンケイ(株) 横山 忠康氏 

 ・「ﾎｲｰﾙ試験協議会の活動内容とｱﾙﾐﾎｲｰﾙ技術基準の啓発」  ﾎｲｰﾙ試験協議会 真々田 守氏 

・「サーベイランステストについて」     ホイール試験協議会 生松 伸彦氏 

                                                        (車輪委員会)  

6.3-7  車輪委員会への話題提供 

(1) 日 時：平成 29 年 3 月 30 日（木）  

 (2) 場 所：日本アルミニウム協会 

(3) 参加者：18 名 

(4) 内 容：「お金を掛けずに現場改善！ 知恵と工夫の塗装工程ゴミブツ対策」 

       塗装技術コンサルタント 平田技術士事務所 代表 平田 政司氏 

 (車輪委員会) 

6.3-8  安全委員会 異業種交流会開催 

(1) 日 時：平成 28 年 11 月 30 日(水) 
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(2) 場 所：花王（株）栃木工場 

 (3) 参加者：14 名 

(4) 訪問目的：工場における労働安全管理状況の見学および安全担当者との懇談 

 (安全委員会・関東地区委員会) 

 

6.3-9 アルミニウム車両委員会の話題提供 

(1)平成 28 年 5 月 18 日(木) 

内 容：①鉄道車両用空調装置の概要 三菱電機(株)白石 和秀氏 

    ②自動車熱交換器用材料の技術動向について 三菱アルミニウム(株) 黒田 周氏  

(2)平成 29 年 2 月 14 日（火） 

内 容：①自動車の衝突安全性について 一財）日本自動車研究所 鮏川 佳弘氏     

②列車内設備の衝突安全に関する研究  

（公財）鉄道総合技術研究所 中井 一馬氏 

③踏切衝突における安全性評価について 川崎重工業(株) 田口 真委員 

（アルミニウム車両委員会） 

6.3-10 第 14 回講演会「アルミ車両 技術と情報」 

(1) 期 日：平成 28 年 7 月 13 日(木) 

(2) 場 所：きゅりあん(品川区立総合区民会館) 

 (3) 参加者：96 名 

(4) 内 容： 

 ①燃料電池自動車の開発と水素社会にむけて（本田技術研究所 齊藤 信広氏） 

②E353 系特急形直流電車の概要（東日本旅客鉄道 外崎昌志氏） 

③BEC819 系 交流架線式蓄電池電車「DENCHA」について （九州旅客鉄道  

高野 利浩氏） 

④高強度・高靭性アルミニウム合金開発（革新的新構造材料等研究開発プロジェ 

クト）（UACJ 渡辺良夫氏） 

⑤LIBS ソーティングによるアルミ車両スクラップ選別技術（ハリタ金属 張田 

真氏） 

（アルミニウム車両委員会） 

6.3-11 アルミニウム車両委員会見学会 

(1) 期 日：平成 28 年 10 月 27 日（木）、28 日（金） 

(2) 場 所：(株)UACJ 福井製造所および白山総合車両所（JR 西日本） 

 (3) 内 容：UACJ では面削、均熱炉、熱間圧延、冷間圧延、ストレッチャーなどの製造工程、

そして、世界 大級の圧延機や 大 32 トンのスラブを見学することができた。ま

た白山総合車両所では W７系北陸新幹線の融雪線や検査場などを見学した。 

   （アルミニウム車両委員会） 
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6.3-12 特許委員会講演会 

(1) 日 時：平成 28 年 9 月 8 日(木)  

 (2) 場 所：日本アルミニウム協会 会議室 

(3) 参加者：22 名 

(4) 内 容：「 近のアセアンの知財情勢」 

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部長   高田 元樹氏 

知的財産専門家 澤井 容子氏 

（特許委員会） 

6.3-13 「橋梁用アルミ製制震ダンパー」講習会開催 

土木製品開発委員会は、傘下に設置した「アルミニウム合金製制震ダンパー実用化検討小委員

会」（委員長：宇佐美勉名城大学教授）が、平成 26・27 年の 2 年にわたり 6 回の委員会を開催

して検討した結果を報告する講習会を「アルミニウム合金製制震ダンパーの実用化に向けて－

現状と課題－」と題して、8 月 25 日に中小企業会館（東京都）において開催し、学術関係者、

橋梁メーカー、土木コンサルタント、アルミ業界関係者など約 70 名が参加した。制震ダンパ

ーを既設橋梁内部に設置して制震橋梁化する耐震補強法が実用化されるようになってから 10 

年余が経過し，現在では鋼橋の耐震補強法の主流になりつつある。素材としては主として鋼材

が用いられているが、アルミニウム合金を適用する研究開発も近年行われるようになり、鋼製

の性能に匹敵するアルミ製制震ダンパーも製作可能になっている。検討小委員会では、実用化

のために解決しなければならない課題を抽出して調査研究活動を行った。本講演会では、その

成果である報告書をテキストとして用いて制震ダンパーの構造、設置方法・接合方法、設計の

現状と実施例などについて説明を行った。また、アルミ製制震ダンパーのみならず、各種のア

ルミ土木製品の実用化に不可欠である異種金属接触腐食を回避する 新の研究成果も報告書に

掲載され、併せて講演された。 

（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「ネクターつ

ぶつぶ白桃 380g 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 

 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 888 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 193 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）。 



 － 50 －

(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 15 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 28 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（7/29・30）、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（9/1～3）、受講者 19 名 

・「熱処理」コース：東京工業大学、熊井真次教授、3 日間（9/8～10）、受講者 17 名 

・「加工（圧延・押出）」ｺｰｽ：岐阜大学、吉田佳典准教授 3 日間（9/29～10/1）、受講者 21 名 

受講生の声を今後の運営に活かすため全員にアンケートを提出していただき、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

タントにも参加いただき懇談した。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するとともに平成 29 年度の方針を検討した結果、「加工（圧延・

押出）」コースについてプログラムの内容を変更するが、他のコースは平成 28 年度と同じ要

領で実施することとなった。（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） 

 

7.2  アルミニウム研究助成の拡充 

平成 28 年度は、合計 23 件の研究を助成した。内訳は、平成 27 年度からの継続 11 件、平成

28 年度の新規採択 12 件であった。また、平成 28 年度中に平成 29 年度の助成の公募を行い、

全国 27 の大学並びに 2 高専、1 公設機関から合計 35 件のアルミニウム研究課題の応募があっ

た中から、新規案件として、12 件を採択した。 
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（平成 29 年度の新規採択案件：２年間の研究助成） 

番号
分野　大分類／中分類／

小分類
研究課題 研究者 所属

1
材料技術・組織制御技術／
製造プロセス技術／結晶
粒・集合組織制御

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

青葉　知弥
豊橋技術科学大学
機械工学系
助教

2
リサイクル・リユース／回
収技術／再生アルミニウム
の付加価値向上

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

新井　宏忠

八戸工業高等専門学校
産業システム工学科
マテリアル・バイオ工学コース
准教授

3
利用拡大技術／その他／熱
伝導率の向上

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

木村　貴広

(地独)
大阪産業技術研究所
加工成形研究部
主任研究員

4
利用拡大技術／その他／材
料モデリングと成形限界予
測

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

関口　千春

東京農工大学
工学府
機械システム工学専攻
博士後期課程

5
利用拡大技術／性能向上／
耐熱性の向上：300℃で使用
可能

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

高田　尚記

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

6
利用拡大技術／その他／３D
積層造形技術

3次元積層造形用Al基粉末の複合化前処理法の開発
Khasenova
Renata

東北大学
大学院環境科学研究科
先端環境創成学専攻
博士後期課程

7
材料技術・組織制御技術／
製造プロセス技術／組織
（鋳造・塑性加工）の予測

超塑性変形によるアルミニウム合金の動的組織制御 増田　紘士

東京大学大学院
工学系研究科
マテリアル工学専攻
博士後期課程

8
利用拡大技術／性能向上／
導電率の向上：銅合金並

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

増田　高大

九州大学大学院
工学府
材料物性工学専攻
博士後期課程

9
利用拡大技術／性能向上／
導電率の向上：銅合金並

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

宮嶋　陽司

東京工業大学
物質理工学院
材料系
助教

10
利用拡大技術／製品技術／
耐熱性の向上：300℃で使用
可能

Development of New High Temperature Aluminum Alloy
(新しい高温アルミ合金の開発)

Murugesan
Jayaprakash

長岡技術科学大学
機械創造工学専攻
特任准教授

11
材料技術・組織制御技術／
その他／塑性力学、有限要
素法

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

吉田　健吾

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

12
利用拡大技術／製品技術／
新接合法

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組織

渡邉　満洋

日本大学
理工学部
精密機械工学科
助教

 

(順不同) 
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（平成 28 年度採択案件） 

分野　大分類／中分類／
小分類

研究課題 研究者 所属

材料技術・組織制御技術／
ナノテクノロジー／測定・
評価法の適用

淡水におけるAlの新規腐食評価法とインヒビターの開発 大谷 恭平

北海道大学
大学院　工学院
材料科学専攻
博士後期課程

材料技術・組織制御技術／
製造プロセス技術／結晶
粒・集合組織制御

超微細結晶粒アルミニウムにおける焼鈍による硬化，変
形による軟化現象に関する変形機構の究明

國峯　崇裕
金沢大学
理工研究域 機械工学系
助教

利用拡大技術／製品技術／
ハイブリッド接合

アルミニウム合金/異種金属箔材の摩擦撹拌拡散接合 児玉　崇

宇都宮大学工学部
大学院工学研究科
機械知能工学専攻
博士後期課程

材料技術・組織制御技術／
製造プロセス技術／結晶
粒・集合組織制御

積層造形法を用いた局所溶融と局所熱処理による三次元
組織制御

當代　光陽

大阪大学
大学院工学研究科
マテリアル生産科学専攻
助教

リサイクル・リユース／再
生技術／再生アルミニウム
の付加価値向上

異形ダイス押出加工によるリサイクルアルミニウム合金
中の粗大有害介在物の無害化

徳永　透子

北海道大学
大学院工学研究院
材料科学部門
助教

利用拡大技術／その他／材
料モデリングと成形限界予
測

高精度材料モデリングによるアルミニウム合金の破断予
測の高度化

箱山　智之

理化学研究所 光量子工学研究領域
光量子技術基盤開発グループ
中性子ビーム技術開発チーム
特別研究員

材料技術・組織制御技術／
その他／新たな解析手法の
開発

アルミニウム合金におけるX線回折援用結晶粒界追跡法
の適用および本技術の高度化

平山　恭介

九州大学
大学院　工学研究院
機械工学部門　材料力学講座
助教

材料技術・組織制御技術／
ナノテクノロジー／測定・
評価法の適用

放射光白色X 線マイクロビームを用いたアルミニウム多
結晶材料内の局所応力分布測定

宮澤　知孝
東京工業大学
物質理工学院
助教

材料技術・組織制御技術／
合金技術/ 適合金組成の予
測

航空機用アルミニウム合金の耐疲労特性向上に関する研
究

山田　隆一
茨城大学　大学院
理工学研究科
博士後期課程

利用拡大技術／性能向上／
導電率の向上：銅合金並

軽金属のみから 構成 される 超伝導電線の開発 山本　明保

東京農工大学
工学部
物理システム工学科
テニュアトラック特任准教授

リサイクル・リユース／そ
の他／アルミドロスの無害
化・再資源化

アルカリ溶融を用いたアルミニウムドロス残灰の無害
化・再資源化技術の開発

和嶋　隆昌

千葉大学
大学院工学研究科
建築・都市科学専攻
准教授

 

(順不同) 

 

平成 28 年度は昨年に続き、平成 27 年度、平成 28 年度採択テーマで助成が終了したテーマの

「成果報告会」を 3 月 10 日に開催し、対象テーマの研究者と業界代表者が一堂に会し、報告・

質疑、および交流会での情報交換を行った。また、中長期委員会委員によるフォローを継続実

施し、進捗確認をした。  

（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
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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。本年度は、関西地区は平成 23 年度から 6 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 5 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 28 年 7 月 22 日（金）～23 日（土）、6 大学、学生 26 名参加 

・関東地区開催：平成 28 年 8 月 26 日（金）、9 大学、学生 17 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 29 年度の方針を検討した結果、平成 28 年度と同じ要領で実施することとなった。 

 

7.4 学生向け特別出張講座 

今年度の特別出張講座は、富山大学（1 コマ 90 分×13）、東京工業大学（1 コマ 90 分×7）、首

都大学東京（1 コマ 90 分×1）、産業技術短期大学（1 コマ 90 分×3）、京都大学（1 コマ 90 分

×4）にて実施した。尚、会員企業の研究者に講師をお願いした。 

 

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 28 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。なお、各大学、高専宛てにインターンシップポスターを送

付し、会員各社には、当協会から、ホームページへの学生受入れ登録掲載を呼びかけた。 

 

7.6 優良従業員表彰制度創設の検討 

 各社からの優良従業員推薦を受け、協会として表彰する制度の創設を決定した。実務上の取り

扱いを協議の上、平成 30 年度での表彰に向け作業を行う。 

 

 

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。なお、アルミニウム箔懇話会は平成 17 年度に解散したため、現在は３団体で構成さ

れている。同協議会の平成 28 年度の活動概要は以下の通りである。 

8.1-1 広報活動 

 一般の方からの電話による問い合わせ（「やかん」や「なべ」の変色に関するものが多い）に対 

応。また、消費生活センター等からの問い合わせに対してはパンフレットの送付等対応した。 
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8.1-2 調査・研究活動 

(1) 研究者ネットワーク 

「アルミと健康フォーラム」の開催を通じて培った医学、衛生学、分子生物学、栄養学、薬 

学などの研究者との協力関係を継続している。風評被害に対するアドバイス等を適宜得てい 

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 28 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 

基礎研究を継続し高温時の設定目標強度は達成。建築材料としての必要性能の追求の為、

さらに一年継続を決定。 

②アルミニウム建築構造材の標準化 

アルミニウム建築構造材標準化ＷＧを立ち上げ、活動を開始。今後の行動計画を作成中。 

  ③技術サロンの開催 

   第 5 回前島彩子氏「築 45 年を向かえたアルミ住宅」、第 6 回植田実氏、第 7 回「清水建設

の技術研究所見学」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。日本建築学会講演会を通じてアルミ建築構造とアルミニウムについてＰＲの実施。  

（具体的には耐火性ガイドブック改訂ＷＧに参加し、日本建築学会講演会にてＷＧ主査に

よる講演を行った。） 

 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。本年度は更新認定は 9 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 20 名の管理技術者を認定した。 

「アルミニウム合金製接着ハニカムパネル製作技術講習会」（10 月）を開催、新たに 9 名の

方が修了した。 

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」44 号を 10 月に発行。（1,300 部） 

・アルミニウム建築構造製作要領改訂版の発行 

昨年度より、製作要領改訂 WG にて作業を進めていた、改訂作業が終了し、改訂版を平成
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28 年 6 月に発刊した。 

・疲労設計（案）の発行 

一昨年より着手し、疲労特性確認試験を素材及び継手部について継続確認実験も終了。ま

ずは、疲労設計案として公開し、広く意見を求めることとした。アルミニウム建築構造協

議会の「アルミニウム建築構造設計規準・同解説」講習会の東京会場において説明、資料

については大阪会場と東京会場にて配布。又、日本建築学会風疲労工学公開研究会におい

て資料の配布と中込先生による講演を実施。 

  ・「カラーアルミ建材追跡調査報告 2016」の発刊 

日本アルミニウム協会より移管され、今回で第 8 回を迎えたカラーアルミ追跡調査の 後

の 1 か所を平成 28 年 3 月に調査を終了し、「カラーアルミ建材追跡調査報告 2016」を 2016

年 10 月に発刊した。（会計上は（一社）日本アルミニウム協会の一般会計にて管理）。 

 1－4）会議および委員会活動 

第 23 回通常総会、第 32 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(1 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、11 月 22 日に浜松町東京會舘におい

て第 41 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 60 名が参加した。軽金属クラブは、昭和 43 年（1968 年）、軽金属協会の安田

幾久男会長（当時日本軽金属社長）の呼びかけで、軽金属製錬会、軽金属圧延工業会及び軽金

属板製品協会の４団体が共同して設立したアルミ業界関係 OB の親睦交流クラブである。会員

資格は、軽金属関連事業会社及び団体等の役員で 60 才以上（先輩会員）、官・学 において軽

金属関連の研究や業務に従事し 60 才以上（先輩会員）及び上記 2 団体の会員会社の役員（現

役会員）となっている。会員数は、平成 28 年 11 月現在、先輩会員 93 名、現役会員 43 名であ

る。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、村

山拓己アルミ協会専務理事と佐藤信幸製品協会専務理事が両協会の活動を説明した後、バイオ

リニストの福本牧氏によるアルミ製バイオリンでの演奏が行われた。  

 

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 29 年 1 月 5 日（木）ザ・プリンス・パークタワ

ー（東京）、1 月 10 日（木）リーガロイヤルホテル（大阪）において開催した。 
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9.1-2 押出見学会 

平成 28 年 11 月 11 日（金）金秀アルミ工業において、押出部門の会員による工場見学会を開

催した（15 社 24 名参加）。 

9.1-3 第 39 回関西地区会員会社との業務懇談会 

平成 28 年 6 月 15 日（水）、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 28 年 9 月 28 日（水）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、有限会社

ハートプロ代表取締役の河村晴美氏に『今求められる部下のやる気を引き出す叱り方』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 28 年 7 月 1 日と平成 29 年 2 月 2 日の 2 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 29 年度税制改正要望 

 平成 28 年 10 月 21 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。 

(1) 法人課税 

①法人実効税率の引き下げ 

②地方法人課税 

ア．連結納税制度の地方税への適用 

イ．償却資産に対する固定資産税課税の引き下げ・廃止 

ウ．事業所税の廃止 

③研究開発促進税制の維持・拡充 

ア．総額型の維持・拡充 

イ．試験研究費税額控除の繰越期間延長 
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④欠損金の繰越控除制度の見直し 

ア．繰越期限の延長または無期限化 

イ．控除限度額の引上げ 

ウ．欠損金の繰り戻し還付の利用停止解除 

⑤減価償却制度の損金経理要件撤廃 

⑥特別試験研究費の税額控除・適用要件の見直し 

⑦所得拡大促進税制・適用要件の簡素化 

⑧国際課税制度の改善 

ア．ＢＥＰＳに係る企業の事務負担の配慮 

イ．移転価格税制対応における事務負担の軽減 

ウ．移転価格税制の更正期間の短縮 

エ．国外関連当事者要件の改正 

⑨消費税 

ア．仕入税額控除制度・９５％ルールの復活 

イ．軽減税率導入の際の申告方法簡素化 

⑩連結納税制度－中間申告期限の延長 

⑪電子申告－添付書類の電子化 

(2)地球温暖化対策のための税の見直し 

 (3)印紙税の廃止 

(4)組織再編時の登録免許税の見直し 

 

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) 東南アジア諸国における中国からの輸出品増大によるリアルインパクト調査 

(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) 英国の EU 離脱に伴うアルミニウム業界への影響調査 

(6) 国内での重大事故等発生時の状況確認を目的とした緊急連絡網再整備 

(7) 海外でのテロ等発生時の現地状況確認を目的とした緊急連絡網整備 

(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) 下請け業者の取引適正化に向けたアンケート調査 

(10) 障害者差別解消法の周知と、会員企業における障害者に対する合理的配慮の事例収集 

(11) 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正に関しパブリックコメント開始の周知 

(12) 冬季の省エネルギーの取組の推進に関する周知 

(13) 中小企業熊本震災復興特別商談会の開催の周知 

(14) 麻薬新条約への新規物質追加に係る調査 
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(15) 理系学生の新規採用時に求めるスキル調査 

(16) 外国人の研修やインターンシップ等に係る実態調査 

(17) 「明治 150 年」関連施策調査 

(18) 夏休み霞ヶ関子どもデー出展協力 

(19) 金属産業別取引適正化ガイドライン検討会に参加、ガイドラインは 3 月、経産省ホーム 

ページで公表 
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Ⅲ．そ の 他 事 項 

 

1.表  彰 

 

1.1  平成 27 年度日本アルミニウム協会賞 

平成 27 年度日本アルミニウム協会賞選考委員会〔委員長 小貫 健 (株)神戸製鋼所〕の推薦

を受けて平成 28 年 3 月 29 日（火）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 27 日（金）開催の第 36 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 28 年 5 月 27 日（金） 15：30～16：00 

場 所：品川プリンスホテル 32F 「アクアマリン 32」 

 

受賞者 

＜功績賞＞ 

   受賞者 大谷 眞：株式会社 UACJ 

       相浦 直：株式会社神戸製鋼所 

 

＜開発賞＞ 

  ・名称：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 

   受賞者 加藤 勝也、八太 秀周：株式会社 UACJ 

佐野 秀男：株式会社 UACJ 押出加工  

吉野 保明、上向 賢一、山田 悦子：川崎重工業株式会社 
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 ・名称：アルミニウム合金製検査路「KERO（ケーロ）」の開発 

   受賞者 大島  勤、鈴木 雄太：株式会社住軽日軽エンジニアリング 

       金澤 宏明、中東 剛彦：株式会社横河ブリッジ  

 

 ・名称：アルミニウム合金製残存型枠「alzo（アルツォ）」の開発 

   受賞者 大島 勤、堀江 望：株式会社住軽日軽エンジニアリング 

       金澤 宏明、中東 剛彦：株式会社横河ブリッジ  

 

 ・名称：対交型ディスクブレーキ用「アルミパイプ鋳ぐるみ一体キャリパ」の開発 

   受賞者 杉田 薫 、安田 雅行、白井 秀友：日本軽金属株式会社 

       村上 真：日軽松尾株式会社 

 

＜開発奨励賞＞ 

・名称：アルミニウム合金製遮塩板「cusa（キュウサ）」の開発 

   受賞者 大島 勤、鈴木 英明：株式会社住軽日軽エンジニアリング 

       井口 進：株式会社横河ブリッジホールディングス 

       中東 剛彦：株式会社横河ブリッジ 

 

＜技術賞＞ 

 ・名称：複動式摩擦攪拌点接合の開発   

   受賞者 岡田 豪生、上向 賢一：川崎重工業株式会社  

       熊谷 正樹、福田 敏彦：株式会社 UACJ 

       早藤 健司：OBARA 株式会社 

 

  

1.2  平成 27 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 27

年度分は平成 28 年 5 月 27 日（金）開催の第 36 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 27 年 1 月～12 月） 

＜特別優良賞＞  

YKK AP 株式会社 東北製造所 
YKK AP 株式会社  黒部荻生製造所 
YKK AP 株式会社 滑川製造所 
株式会社 LIXIL 下妻工場 
株式会社 UACJ 押出加工群馬 － 
株式会社 UACJ 押出加工滋賀 － 
株式会社 UACJ 鋳鍛 － 
株式会社 LIXIL  七光台事業所 
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株式会社 LIXIL 藤花工場 
東洋アルミニウム株式会社 日野製造所 
昭和アルミニウム缶株式会社 彦根工場 
昭和アルミニウム缶株式会社     小山工場 
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 静岡センター 
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 本社工場 
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 LIXIL 土浦工場 
株式会社 LIXIL   石下工場 
三協立山株式会社 佐加野工場 
エス・エス・アルミ株式会社 滋賀工場 
株式会社神戸製鋼所 長府製造所 

 

 

2. 逝  去  

な し 

 

 

3. 事務局事項 
3.1 事務局役職員数（平成 29 年 3 月 31 日現在） 

専務理事 事務局長      1 名 

理  事 事務局次長    2 名 

職  員         14 名 （臨時職員含む） 

     計                  17 名 

 

 


