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Ａ．素形材センター事業トピックス【☆●●●】
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Ａ-1．オンライン素形材技術研修講座
「アルミニウムダイカストの生産技術」のご案内
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
オンライン素形材技術研修講座 「アルミニウムダイカストの生産技術」を開催いた
します。この機会を是非ともご利用頂きまして、多数の方々のご参加をお待ちいたし
ております。
■日 時

令和 4 年 3 月 11 日(金)、17 日(木)、24 日(木) 3 日間

オンライン研修講座（Cisco Webex Meetings を使用）
■プログラム
コーディネーター (一社)日本ダイカスト協会 渡邉 一彦 氏
令和 4 年 3 月 11 日(金)
・ダイカスト用合金の特性と最近の動向
日軽エムシーアルミ(株) 北岡山治 氏
・溶解および手元炉における溶湯品質と管理
日軽エムシーアルミ(株) 北岡山治 氏
・ダイカストマシンと周辺機器
芝浦機械(株) 相田 悟 氏
令和 4 年 3 月 17 日(木)
・製品設計と鋳造方案
(株)ナノキャスト 菊池政男 氏
・ダイカストの CAE 技術
(株)日立産業制御ソリューションズ 谷本雅俊 氏
・ダイカスト金型の故障とその対策
日原技術士事務所 日原政彦 氏
令和 4 年 3 月 24 日(木)
・ダイカスト欠陥と不良対策技術
ものつくり大学 西 直美 氏
・最近の高品質ダイカスト技術と薄肉化技術
ものつくり大学 西 直美 氏
・ダイカストの品質管理
元日立金属(株) 影山 望 氏
■詳しい内容やお申込みは、こちらをご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/files/libs/946/202201121450444368.docx
【問合せ先】
一般財団法人 素形材センター 企画部
e-mail:kensyu@sokeizai.or.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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 2 月号（Vol.63,No.2）予告
New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【主な掲載内容】
◆特集 板材の成形と加工における残留応力と製品欠陥
◇金属材料プレス成形における残留応力発生機構と不良事例
◇1500MPa 超高張力鋼板のせん断加工における残留応力と水素ぜい化遅れ遅れ破壊
◇プレス成形シミュレーションと残留応力
◇高張力鋼板の重ね隅肉溶接における残留応力および変形に及ぼす設計パラメータ
ーの影響評価

◇X 線残留応力の測定技術とその応用
◆政策 TREND
マイナンバーカードの取得促進、水素社会モデル構築実証事業について
◆TOPICS
第 12 回鋳鉄の科学と加工に関する国際シンポジウム（SPCI-XII）報告
◆特別講義
高合金白鋳鉄(その 1)
■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２１回日本ダイカストマシン工業会 技術セミナー
New★
～ ダイカスト製造と設備のカーボンニュートラルへの取り組み～
【日本ダイカストマシン工業会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本ダイカストマシン工業会では、毎年ダイカスト関連の技術セミナーを関連業界団
体様の協賛を得て開催しています。本年も以下のとおり開催しますので、幅広い関係
者の皆様のご参加をいただきますようご案内申し上げます。
◆日 時：令和 4 年 3 月 18 日(金)13:15～16:30(開場 13:00)
◆会 場：オンライン開催（Cisco WebEx ）
◆参加費：主催団体及び協賛団体会員 お一人様 8,000 円
非会員 お一人様 10,000 円
◆定 員：70 名（定員に達し次第締切りとさせて頂きます）
◆詳しい内容やお申込みは、下記 URL をご覧ください。
https://www.sokeizai.or.jp/pages/22/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-2．サーボプレス技術セミナー － サーボプレスを使った工法変換 －
New★
【一般社団法人日本鍛圧機械工業会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
多種多様のモーション制御ができるサーボプレスを使った新工法が多数紹介される
ようになりました。ここで、これまでのサーボプレス利用技術事例を一度まとめて紹
介し、どのような機械の動きが利用されていて、その効果はどのような事例があるか
を整理して見たいとの思いからセミナーを企画しました。機械メーカー各社のセール
スポイント、さらに機械ユーザーの実用化した技術の紹介を含めて久しぶりの対面講
演会をぜひご期待下さい。
◆日 時：2022 年 3 月 10 日(木) 10:00～17:00
◆会 場：機械振興会館 地下 2 階ホール
◆定 員：100 名（定員になり次第締め切ります）

◆参加費：3,000 円（含：テキスト代、弁当、飲料）
◆詳しい内容やお申込みは、下記 URL をご覧ください。
https://jfma.or.jp/3%e6%9c%8810%e6%97%a5-%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%97%e3%83%a
c%e3%82%b9%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3
%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%ef%bc%88%e4%b8%80%e8%88%ac
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-3．第 108 回金属プレス加工技術研究会
New★
「プレス技術とマイクロ・ナノテクスチュアリング」
【日本金属プレス工業協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
表面機能デザイン研究所所長相澤龍彦 氏及び 株式会社秦野精密・豊橋代表取締役
淵脇健二氏の企画・総合司会による、第 108 回金属プレス加工技術研究会 「プレス
技術とマイクロ・ナノテクスチュアリング」のオンラインセミナーが開催されます。
プレス加工においては、高速化、製品の精度向上、金型寿命延伸など、さらなる技
術革新が求められています。そこで、金型の要所部位に微小な凹部を積極的に設計し
加工することで、金属の接触面積が減ることによる滑り向上、相手材への傷の低減が
可能となります。また、オイル溜りとなって油膜の保持や、無接触に近くなることか
らも油温低下や音も低減され、摺動部の摩耗を防止出来ることが分かってきました。
従来ではショットピーニングなどで加工していたため設計の自由度が低かったものの、
レーザー加工や表面処理技術の発達によってより積極的に微小凹部の形状や配列をデ
ザインできるようになってきました。
本セミナーでは、マイクロ・ナノテクスチュアリングの基礎の解説と実例を交えた
解説が行われ、プレス関連に携わる企業の経営者、また技術担当の方にとっても知っ
ておきたい内容となりますので、是非本セミナーへの参加をお待ち申し上げます。
◆ 日 時：2022 年 2 月 18 日（金）10:00～17:00
◆ 参加費 ：協賛団体（素形材センター）会員、5,000 円
一般 10,000 円
◆会 場：オンライン開催方式 [Zoom の Web 会議システムを用いたセミナー形式］
◆詳細及び申込は以下の URL をご確認ください
http://www.nikkin.or.jp/news/202201_no.108%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%83%97%E3%83%
AC%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A.h
tml
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-4．2021 年度 第 4 回熱処理技術セミナー－熱処理応用講座－
テーマ：析出物を用いた金属材料の高機能化と最新技術
～析出物メタラジーの最前線―析出物で材料をどこまで高機能化できるか～
【一般社団法人日本熱処理技術協会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
本セミナーでは，金属材料の強化に重要な役割を果たす析出物を主題として取り上
げました。金属材料の強化・高機能化を実現するには，析出物の制御技術と高度な分
析技術が必要となります。本セミナーでは，この分野で日々精力的に取り組んでいる
各講師をお招き致しました。本セミナーにて最新の析出物制御技術や適用例，分析技
術を学ぶことで，熱処理・材料開発にお役立ていただけるものと考えております。ま
た，本セミナーは企業における研究開発人材の育成に最適なプログラムになってお
り，貴社の社員教育にもご活用いただければ幸甚に存じます。多数の参加を期待して

おります。
◆日 時：2022 年 3 月 24 日（木）
，25 日（金）
◆会 場：オンライン参加（Zoom Webinar）定員 80 名
対面参加（製粉会館 5F 第 2・3 会議室）先着 20 名
◆申込締切：2022 年 3 月 11 日（金）
◆詳 細：下記 URL をご覧下さい。
https://jsht.or.jp/wp-content/uploads/2021/12/2021_4seminar_a.pdf
◆申込方法：下記 URL からお申し込み下さい。
https://forms.office.com/r/58fdGg6myK
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-5．IoT 研究部会シンポジウム「鋳造分野における IoT と AI の現状と活用事例」
【一般社団法人日本鋳造工学会 IoT 研究部会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆日 時：2022 年 2 月 22 日(火) 10:00～17:00
◆会 場：オンライン(Zoom ミーティング)
◆参加費：無料
◆定 員：200 名
◆申込方法：下記 URL の「シンポジウム申し込みフォーム」からお申し込み下さい。
https://jfs.or.jp/news/iot-symposium2022/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｃ-6．粉末冶金国際会議（欧州）の論文募集について
【日本粉末冶金工業会】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
粉末冶金国際会議は、2 年に一度開催されますが次回はフランスで開催されます。
EPMA（European Powder Metallurgy Association）主催で以下の通り計画されています。
添付資料に論文募集などの日程が記載されていますので、ご参照のうえ、ご参加の
検討をお願いいたします。アブストラクトの締め切りは、2022 年 1 月 19 日です。
◆会期：2022 年 10 月 9 日～13 日
◆場所：フランス・リヨン
◆登録：EPMA の HP よりお申込みください
EPMA https://www.epma.com/
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●鉱工業生産・出荷・在庫指数速報（１２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（１２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（１月調査）
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/yosoku/result-1.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Ｄ-2．事業再構築補助金の第五回公募開始について
【中企庁】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
中小企業等事業再構築促進事業とは、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事
業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有す
る中堅・中小企業を対象に、補助額 100 万円から従業員数に応じて 8000 万円までの補
助額（補助率は、中小企業 2/3、中堅企業 1/2）を支援する制度です。
令和 4 年 1 月 20 日から第五回公募が開始されており、締切は 3 月 24 日となってお
ります。申請後に審査委員が審査の上、予算の範囲で採択がされることとなりますの
で、ご関心のある方は早めのご対応をご検討下さい。
■詳細は以下をご覧ください。
http://jigyou-saikouchiku.go.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Ｄ-3．海外サプライチェーン多元化等支援事業（補助金）について 【JETRO】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国のサプライチェーンの脆弱性が顕
在化したことから、特にアジア地域における生産拠点の多元化等によってサプライチ
ェーンを強靭化し、日ＡＳＥＡＮ経済産業協力関係を強化するために、ジェトロでは
海外サプライチェーン多元化等支援事業を実施しております。
令和 4 年 1 月 31 日から第五回公募（設備導入補助型：中小企業補助率 2/3 以内）が
開始（予定）されましたので、お知らせいたします。
■詳細は以下をご覧ください
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/info-5.html
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Ｄ-4．事業復活支援金の受付開始について
【中企庁】New★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
令和 3 年度補正予算により、新型コロナの影響で 2021 年 11 月から 2022 年 3 月の
いずれかの月の売上高が、2018 年 11 月から 2021 年 3 月までの間の任意の同じ月の売
上高と比較して 50%以上又は 30%以上 50%未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事
業者、フリーランスを含む個人事業主）を対象に、法人は最大 250 万円、個人事業主
は最大 50 万円を給付する制度です。
令和 4 年 1 月 31 日から 5 月 31 日まで通常申請の受付が始まり、登録確認機関によ
る事前確認の後、申請用の WEB ページから申請ができるとのことですのでお知らせい
たします。
■詳細は以下をご覧ください
https://jigyou-fukkatsu.go.jp
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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★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は急拡大しており、新たなフェーズに入
っております。一時期は落ち着いてはいたものの、これまで以上に多くの事業者の皆
様が多大な影響を受けるのではないか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 1 月 31 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?0131
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