
 

**************************************************************************** 

★☆★☆★ メルマガ 素形材（第３７４号）★☆★☆★【発行日：2022年 3月 18日】 

**************************************************************************** 

             ◆◇ 本号の目次 ◇◆ 

 

Ａ．素形材センター事業トピックス【☆●●●】 

Ａ-1．「第３８回素形材産業技術賞」の募集をスタートしました！           New★ 

Ａ-2．オンライン素形材技術研修講座 

    「球状黒鉛鋳鉄(含む CV 黒鉛鋳鉄)の生産技術」のご案内            New★ 

 

Ｂ．素形材センター出版物情報【●☆●●】 

Ｂ-1．月刊誌「素形材」令和 4年 3月号（Vol.63,No.3）予告 

 

Ｃ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】 

Ｃ-1．「第 11 回バルブフォト五七五コンテスト」入賞者決定のご案内    New★ 

                      【一般社団法人日本バルブ工業会】 

 

Ｄ．素形材産業政策関連－トピックス・募集等－【●●●☆】 

Ｄ-1．統計                          【経産省】 

Ｄ-2．ロシア等への輸出禁止措置について            【経産省】New★ 

Ｄ-3. ものつくり補助金の第１０次公募について         【経産省】 

Ｄ-4．海外サプライチェーン多元化支援事業公募について【経産省・ジェトロ】New★ 

Ｄ-5．新型コロナウイルス感染症関連支援策について       【経産省】New★ 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

Ａ．素形材センター事業トピックス【☆●●●】 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ａ-1．「第３８回素形材産業技術賞」の募集をスタートしました！           New★ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

当センターでは、「第３８回素形材産業技術賞」の募集を開始致しました。 

受賞テーマ等は、素形材誌、センター・ホームページでの紹介等、色々な場でＰＲさ 

せていただきます。受賞を契機に大きく売り上げを伸ばした製品もあります。 

一次審査の応募書類は簡単です。この機会に自慢の貴社の技術、あるいは新たなビジ 

ネスモデル構築の成果について応募してみませんか。また、皆様の周辺でふさわしい 

候補テーマがございましたら推薦など、是非ともご協力を賜りますようよろしくお願 

い致します。 

【表彰の対象・内容】 

次の 1～9のいずれかについて、素形材に関わる顕著な功績を収めた技術開発者を表 

彰します。 

 1   素形材の品質、性能の向上  

 2   素形材生産の効率化 

 3   作業環境の改善又は安全性の向上 

 4   環境の保全（公害防止、廃棄物処理・再生利用、地球環境保全） 

 5   環境に配慮した新たな生産システムの構築など 

 6   資源及びエネルギー使用の効率化 

 7   異分野企業等との連携事業による新たなビジネスモデル構築など 

 8   IoT(Internet of Things)等に配慮した新たな生産体制構築など 



 

 9   その他素形材産業の発展に寄与 

 

【応募のご案内・応募用紙など】 

下記 URLより、ダウンロードしてください。 

https://www.sokeizai.or.jp/pages/46/ 

 

【応募書類提出期限】 

令和４年５月２０日(金) 

 

【提出先・問合せ先】 

一般財団法人 素形材センター 業務部 

e-mail:gyoumu@sokeizai.or.jp 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ａ-2．オンライン素形材技術研修講座 

     「球状黒鉛鋳鉄(含む CV黒鉛鋳鉄)の生産技術」のご案内              New★ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 オンライン素形材技術研修講座「球状黒鉛鋳鉄(含む CV黒鉛鋳鉄)の生産技術」を実 

施いたします。多数の方々のご参加をお待ちいたしております。 

 

■日時  6月 7日(火)、14日(火)、22日(水) （Cisco Webexを使用） 

■プログラム 

コーディネーター  岩手大学 山田 聡 氏 

 

6月 7日(火) 

・球状黒鉛鋳鉄(含、CV黒鉛鋳鉄、合金鋳鉄)の材質特性と用途 

岩手大学 堀江 皓 氏 

・溶解及び溶湯処理 

草野産業㈱  鈴木敏光 氏 

 

6月 14日(火)  

・鋳鉄の熱処理 

栗熊技術事務所 栗熊 勉 氏 

・球状黒鉛鋳鉄の鋳造方案 

栗熊技術事務所 栗熊 勉 氏 

・球状黒鉛鋳鉄の主に鋳造方案による不良と防止対策 

日立金属㈱ 森田 裕 氏 

 

6月 22日(水)  

・品質保証と球状黒鉛鋳鉄の炉前判定 

日立金属㈱ 王   麟 氏 

・鋳物造り技術へ品質管理手法と統計的手法の活用 

小林技術士事務所 小林良紀 氏 

 

【お申込み・問合せ先】 

一般財団法人素形材センター  企画部 

Tel: 03-3434-3907     e-mail: kensyu@sokeizai.or.jp 

 

https://www.sokeizai.or.jp/pages/46/


 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

Ｂ．素形材センター出版物情報【●☆●●】 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｂ-1．月刊誌「素形材」令和 4年 3月号（Vol.63,No.3）予告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【主な掲載内容】 

◆特集 鋳造における残留応力と除去 

 ◇ロボットを使った cosα法によるアルミダイカスト製品の残留応力測定 

 ◇X 線法を用いたアルミニウム合金ダイカストの残留応力測定 

 ◇アルミニウム合金鋳物の残留応力とその対策 

 ◇弾塑性クリープ構成式を用いた FEM熱応力解析による鋳物の残留応力と変形予測 

  シミュレーションおよび実験的検証 

 ◇ダイカスト金型における残留応力の発生と改善 

 ◇ダイカスト金型における残留応力測定の試み 

◆特別講義 

 ◇高合金白鋳鉄(その 1) 

 ◇板材のせん断加工（その１）ｰ慣用せん断技術と金型設計ｰ 

 

■バックナンバーも含め、下記よりお申込みいただけます。 

https://www.sokeizai.or.jp/pages/30/ 

 

【申込み・問合せ先】 

一般財団法人 素形材センター 業務部 

e-mail:gyoumu@sokeizai.or.jp 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

Ｃ．素形材業界関連－募集・トピックス－【●●☆●】 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｃ-1．「第 11 回バルブフォト五七五コンテスト」入賞者決定のご案内    New★ 

                      【一般社団法人日本バルブ工業会】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 去る 3月 7日、「第 11回バルブフォト五七五コンテスト」の厳正なる審査を行い、 

以下のとおり各賞を決定いたしまた。 

 写真等詳細は一般社団法人日本バルブ工業会ホームページをご覧ください。（3月 

18日掲載予定） 

 

■最優秀作品賞 

作品名：水を求めて 

川 柳：猛暑日に オアシス見つけ 急降下 

作 者：長 吉秀 

■広報委員長賞 

作品名：石油の里 

川 柳：語り継ぐ 日本の石油 ものがたり 

作 者：桂（フォトネーム） 

■五七五賞 

作品名：港町の年末風景 

川 柳：バルブ開け 今年最後の 一仕事 

https://www.sokeizai.or.jp/pages/30/


 

作 者： 齋藤 満 

■優秀作品賞 

作品名：勇気を出して 

川 柳：告白の 前には喉を 潤して 

作 者：中川雄喜 

 

作品名：初めてバルブをひねったら、、、 

川 柳： 初めては 水出る高さ 予想外 

作 者： ピーマントマト（フォトネーム） 

■入選 5作品 

 

◆一般社団法人日本バルブ工業会ホームページ URL 

 http://www.j-valve.or.jp 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

Ｄ．素形材産業政策関連－トピックス・募集等－【●●●☆】 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｄ-1．統計                          【経産省】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●鉱工業生産・出荷・在庫指数速報（１月分） 

   https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html 

 

●経済産業省生産動態統計速報（１月分） 

 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html 

 

●製造工業生産予測指数（２月調査） 

 https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/yosoku/result-1.html 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｄ-2．ロシア等への輸出禁止措置について            【経産省】New★ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が 

国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロ 

シア、ベラルーシ等への輸出禁止措置について、３月１１日に閣議決定がなされ、同 

日付で公布、３月１８日（金）から施行されますのでお知らせいたします。 

 

◎ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施 

 （輸出貿易管理令の一部改正の概要） 

 1 国際輸出管理レジームの対象品目※のロシア及びベラルーシ向け輸出の禁止に 

   関する措置 

   ※対象品目：工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等 

 2 ロシア及びベラルーシの特定団体※への輸出に係る禁止措置 

   ※対象団体：ロシア国防省、ロシアの航空機メーカー等 

 3 ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品※の両 

   国向け輸出の禁止措置  

   ※対象品目：半導体、コンピュータ、通信機器等の一般的な汎用品 

 4 ロシア向け石油精製用の装置等の輸出の禁止措置 

 5 「ドネツク人民共和国」（自称） 及び「ルハンスク人民共和国」（自称）への輸 

http://www.j-valve.or.jp/
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result-1.html
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/seidou/result/ichiran/08_seidou.html
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/yosoku/result-1.html


 

   出の禁止措置 

  

 ■詳細は以下をご覧ください。 

  https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220311002/20220311002.html 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｄ-3．ものつくり補助金の第１０次公募について        【経産省】New★ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

 ものづくり補助金の第１０次公募が開始されました。申請期間は３月１５日（火） 

から５月１１日（水）までの期間となっております。 

 この第１０次公募から,、補助上限額や補助対象者の見直しが行われた他、一般型に 

新しい３つの枠が創設されました。特に新しく創設されたグリーン枠は、カーボンニ 

ュートラルへの対応にも資するメニューになるため、事業者の皆様も非常に関心が高 

い内容と思われますのでお知らせいたします。 

 

 ■詳細は以下をご覧ください。 

  https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｄ-4．海外サプライチェーン多元化支援事業公募について【経産省・ジェトロ】New★ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 海外サプライチェーン多元化等支援事業について、第５回の公募が３月３１日締切 

で開始されておりますのでご案内します。 

 これまで、令和２年度第 1次補正予算の海外サプライチェーン多元化等支援事業と 

して、第１回から第３回までの公募を実施し合計８１件、令和２年度第３次補正予算 

の海外サプライチェーン多元化支援事業として、第４回の公募を実施し１１件を採択 

しており、今回、第５回の公募を開始するものです。 

 

○主要要件 

・日 ASEANサプライチェーン強靭化に貢献する事業であること。 

・ASEAN 等における事業実施法人（海外子会社等）による事業計画であること。 

・製品・部素材がサプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要なものであるこ 

 と。 

・製品・部素材の海外生産割合が 50％以上であり、かつ、一国への集中度が 15％以上 

 であること。 

・日本国内での自社生産量の減少をもたらすものでないこと。 

○申請金額の範囲（下限～上限） 

・1億円～15 億円 

○公募期間 

・2022 年 1月 31 日（月曜日）～2022年 3月 31日（木曜日） 

〇第４回公募からの主な変更点 

・第５回公募においては、設備取得においてリース会社を利用する場合を一部補助対 

 象とする変更等を行っておりますので、公募要領の内容をよく確認の上、応募して 

 ください。 

 

 ■詳細は以下をご覧ください 

  https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/info-5.html 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Ｄ-5．新型コロナウイルス感染症関連支援策について      【経産省】New★ 

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220311002/20220311002.html
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/info-5.html


 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、ピークアウトしたとの一部指摘もあ 

りますが、依然として高止まりしており、多くの事業者の皆様には多大な影響を受け 

ているものと懸念されております。 

 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方々に対する、経営相談、資金 

繰り、給付金、設備投資・販路開拓、経営環境の整備から税・社会保険・公共料金対 

応まで幅広く支援策を網羅した経済産業省のパンフレットが３月１１日付けで最新版 

に更新されております。 

 支援策の全体像を俯瞰するに大変に役に立つものと思われますので、是非とも参考 

にして下さい。 

 

 ■詳細は以下をご覧ください 

  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0311 

 

**************************************************************************** 

■「メルマガ素形材」は、基本、毎月２回程度で発行致します。 

  次回をお楽しみに！  

■「素形材業界関連―募集・トピックス等」に掲載ご希望の方は、 

 「１.件名 ２.主催者名 ３.概要 ４.HPリンク先」 

  を記載の上、mail@sokeizai.or.jp までお送り下さい。 

■登録内容の変更、配信停止希望はこちらから 

  https://sokeizai.or.jp/mailmag/index.html 

■お問合わせ、ご意見、ご感想、また掲載内容のご要望はこちらから 

  gyoumu@sokeizai.or.jp 

■メルマガ 素形材は、今回で第３７４号となります。メルマガ素形材は“利用しやす 

 い素形材情報”を目指して発信しています。より多くの方にご覧いただくことで内 

 容の充実を図りたいと思っています。 

 読者の皆様のご意見、ご感想はもちろんのこと、ご関係の方々を当センター事務局 

 にご紹介・ご連絡ください。 

**************************************************************************** 

■発行元：〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 3階 301号室 

           一般財団法人 素形材センター 

      TEL：03-3434-3907  FAX：03-3434-3698  http://sokeizai.or.jp/ 

**************************************************************************** 

※ドメイン変更による不着メールが多くなっております。ご所属機関のドメインが 

 変わられた際には必ずお知らせくださいますようお願い致します。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0311

