
※最新の情報は本会議のホームページをご確認ください．

第1日 11月11日（水）

8：30～

9：00～17：40

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

表面処理・コーティング1 分析・評価・試験方法1 摩擦材料1 機械要素1

シンポジウム(2)
工作機械の

トライボロジー
論文賞受賞講演1 表面処理・コーティング2 分析・評価・試験方法2 摩擦材料2 機械要素2

固体潤滑1 表面処理・コーティング3 分析・評価・試験方法3 摩擦材料3 機械要素3

固体潤滑2 表面処理・コーティング4 分析・評価・試験方法4 摩擦材料4 機械要素4

18：00-19：20

第2日 11月12日（木）

8：30～

9：00～14：40

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

表面処理・コーティング5 摩耗1 表面形状・接触1 摩擦1

技術賞受賞講演 バイオトライボロジー1 摩耗2 表面形状・接触2 摩擦2

マイクロ・ナノメカニズム1 バイオトライボロジー2 摩耗3 潤滑剤1 摩擦3

15：00-16：00

16：30-17：30

17：30-18：30

18：30-20：30

第3日 11月13日（金）

8：30～

9：00～16：20

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場 G会場

マイクロ・ナノメカニズム2 シミュレーション1 流体潤滑1 潤滑剤2 境界潤滑1

マイクロ・ナノメカニズム3 シミュレーション2 流体潤滑2 潤滑剤3 境界潤滑2

論文賞受賞講演2 シミュレーション3 流体潤滑3 潤滑剤4 境界潤滑3

シミュレーション4 流体潤滑4 潤滑剤5 境界潤滑4

お願い

※一般講演の発表時間は12分，討論は8分です．

※本会議は，Web 会議システム(Zoom)を利用したオンライン方式(同期型)で実施いたします．

※講演の録画・録音・撮影は禁止です．

※オンライン開催を考慮いただき，発表者ご自身の責任において，講演に関する情報管理を徹底いただくようお願いいたします． 

※発表資料におきまして，文献などはこれまでの会議と同様，適切に引用下さい．

午後

トライボロジー会議2020 秋 別府　スケジュール

オンライン接続開始

研究発表会
展示会

午前

シンポジウム(3)
境界潤滑添加剤最前線−
摩擦調整剤，摩耗・焼付き
防止剤の最新技術と応用

動画展示・
資料展示12：15～13：00　オンライン・ランチョンセミナー(予定)

シンポジウム(3)
境界潤滑添加剤最前線−
摩擦調整剤，摩耗・焼付き
防止剤の最新技術と応用

シンポジウム(2)
工作機械の

トライボロジー

オンライン接続開始

研究発表会
展示会

Bilateral event of GfT and JAST
GfT (Gesellschaft für Tribologie e.V.) Evening Session

午前
シンポジウム(8)
添加剤としての

フラーレンの可能性

シンポジウム(5)
シールにおける

トライボロジー技術

動画展示・
資料展示

12：15～13：00　オンライン・ランチョンセミナー(予定)

展示会

午前

シンポジウム(1)
役に立つ「バイオインスパ

イアード・ソフトトライボ
応用技術」

シンポジウム(7)
3rd Japan-Korea

Tribology Symposium

動画展示・
資料展示

休憩

午後

開会式・授賞式

Webinar
Advances in Superlubricity – Recent Developments and Future Prospects
Professor Ali Erdemir, Texas A&M University

午後

シンポジウム(1)
役に立つ「バイオインスパ

イアード・ソフトトライボ
応用技術」

シンポジウム(6)
トライボロジーの啓発と
次世代教育について

考える

特別講演会

講演　  講演題目：「世界が沸いた！別府市・湯～園地計画の全貌」
　　　　  講演者：清川 進也 氏 (湯～園地計画総合プロデューサー)

交歓会

オンライン接続開始

研究発表会



◆は講演者となります．

表面処理・コーティング1
座長：大城竹彦（ITF）

分析・評価・試験方法1
座長：塩見裕（JAXA）

摩擦材料1
座長：柴田圭（東北大）

機械要素1
座長：畠中清史（九工大）

9:00 D1 地熱発電システムにおけるシリカ付着低
減に及ぼすDLC構造の影響
◆中島悠也(富士電機)，梅原徳次(名大)，
宮地孝明(名大(院))，李義永，村島基之，
野老山貴行(名大)，上坂裕之(岐阜大)

E1 せん断により発色する着色剤添加グリー
スを用いた転がり軸受のグリース挙動可
視化方法
◆小畑智彦(NTN)，糸魚川文広(名工大)

F1 エタノール雰囲気中での超低摩擦化現象
における摩擦材料の影響
◆齋藤庸賀，徳田祐樹，中島昌一，川口
雅弘(都産技研)

G1

講演取り下げ

9:00

9:20 D2 地熱発電システムにおけるDLCのシリカ付
着低減効果の検討
◆宮地孝明(名大(院))，中島悠也(富士電
機(院))，李義永，梅原徳次，野老山貴之，
村島基之(名大)

E2 ３波長光干渉法のロバスト性向上につい
ての検討
◆友田達規，遠山護，村田收(豊田中研)

F2 選択的レーザ溶融法によるトライボロジー
用途を目的としたＰｂフリー青銅材料の開
発
◆松岡直秀(東理大(院))，渡部誠也，佐々
木信也(東理大)

G2 主成分分析を用いた歯車歯面の最適設
計手法の開発（第２報）
◆西浦謙佑，正田功彦(三菱重工)

9:20

9:40 D3 テクスチャ表面によるなじみ促進作用のそ
の場観察
◆金泰楊(九大(院))，八木和行，杉村丈一
(九大)

E3 トライボロジーのオペランド観察（第6報）
◆柳沢雅広，ベルツモルテン，國本雅宏，
本間敬之(早大)

F3 鋳鉄上における不均質Sn膜の摩擦特性
◆安井萌恵(名城大(院))，宇佐美初彦(名
城大)

G3

講演取り下げ

9:40

10:00 D4 添加剤との反応に着目した金属添加DLC
膜によるトライボ特性の改善
◆相樂幸太郎(宇大(学))，馬渕豊(宇大)，
MOHAMMAD ALIF AIMULLAH BIN ABD
RAHMAN，樋口毅，平山勇人，有永毅(日
産)

E4 マルチメッセンジャープローブによるトライ
ボロジー界面の解析
◆柳沢雅広，國本雅宏，本間敬之(早大)，
イゴーリ クドゥリャショフ，ドミトリ ディレヴィ
ヤンチュク，森平康志，河村賢一(TII)

F4 炭素繊維強化ビスマレイミド系ポリイミド複
合材料のトライボロジー的性質
◆大井秀典(工学院大(院))，西谷要介(工
学院大)

G4 冷凍機油と冷媒混合下の疲労寿命に関す
る考察
◆中島聡，荒井孝之，髙岸尚也(出光興
産)

10:00

10:20

休憩 休憩 休憩 休憩

10:20

論文賞受賞講演1
座長：松田健次(九工大)

表面処理・コーティング2
座長：戸田一寿（光洋サーモ）

分析・評価・試験方法2
座長：董大明（協同油脂）

摩擦材料2
座長：岩井智昭（金沢大）

機械要素2
座長：高橋研（鉄道総研）

10:40
C1

D5 a-C:H/ta-C積層膜のMoDTC含有オイル
中における摺動特性
◆大城竹彦，三宅浩二(ITF)

E5 MSE法による金型用硬質薄膜の表面強さ
評価
◆奥井亮汰(富山県立大(学))，宮島敏郎，
鈴木真由美(富山県立大)，里見大地，河
村新吾(YKK)

F5 転がり疲労特性に及ぼす亜鉛薄膜の効果
◆長谷拓海(名城大(院))，宇佐美初彦(名
城大)

G5 グリース潤滑軸受の異常診断に対する超
音波エコー法の適用
◆中津貴裕(香川大(院))，中野佑理(香川
大)，山崎英樹(四電)，若林利明(香川大)

10:40

11:00 D6 ta-CNx膜を用いた冷媒環境における低摩
擦の実現
◆李義永(名大)，洞口典久，石本孝生，倉
地浩平(MHI)，梅原徳次(名大)

E6 MSE法によるアルミダイカスト金型用硬質
薄膜被覆鋼材の表面強さ評価 -基材の窒
化深さによる硬質薄膜への影響-
◆瀧川響(富山県立大(院))，宮島敏郎(富
山県立大)，嶋村公二，安井悌希(北熱)

F6 転がりすべり接触の損傷挙動における
ショットピーニングの影響
◆毛利拓海(名城大(院))，宇佐美初彦(名
城大)

G6 耐疲労性に優れたエンジン用銅合金すべ
り軸受の開発
◆児玉勇人，杉谷浩規，須賀茂幸，神谷
周(大豊工業)

11:00

11:20 D7 グリセリン及びリン酸骨格構造を有する新
規添加剤によるa-C:H膜の潤滑油中トライ
ボロジー特性
◆蟹拓実(名大(院))，野老山貴行，梅原徳
次，村島基之，李義永(名大)，八木下和宏
(ENEOS株式会社)

E7 熱劣化させた金型用硬質薄膜のMSE法に
よる表面強さ評価
◆砺波幹之(富山県立大(院))，宮島敏郎，
堀川教世(富山県立大)，根岸茂利(日本高
周波鋼業)

F7 摩擦材物性における樹脂成分の影響
◆鈴木翔太，増田彩香(群馬大(院))，撹上
将規，上原宏樹，山延健(群馬大)，中島政
哉，長沼拓，松本益幸，園部哲也(小倉ク
ラッチ)

G7 円すいころ軸受の低トルク化に関する研
究
◆獅子原祐樹，村田順司，鎌本繁夫(ジェ
イテクト)

11:20

11:40 D8 トレンチ側面への高密着性a-C:H成膜に関
する研究
◆豊嶋恭平(東大(院))，崔埈豪(東大)

E8 位置揺らぎの無い AFM/FFM 複合顕微鏡
の粗動機構の開発
◆藤澤悟(産総研)

F8 医療用マウスガードの摩擦摩耗に及ぼす
潤滑の影響
◆赤垣友治，原豪優(八戸高専)

G8 転がり軸受で構成された無段変速機の開
発に関する研究
東﨑康嘉(近畿大)，◆四方皓平，柳井剛
志(近畿大（院）)

11:40

12:00

休憩 休憩

12:00

13:00 13:00

固体潤滑1
座長：川田将平（東理大）

表面処理・コーティング3
座長：徳田祐樹（都産技研）

分析・評価・試験方法3
座長：間野大樹（産総研）

摩擦材料3
座長：齋藤庸賀（都産技研）

機械要素3
座長：東崎康嘉（近畿大）

13:20 C2 モリブデン酸銀の高温潤滑機構に関する
研究 ～高温下でのトライボケミカル反応
～
◆竹市嘉紀(豊橋技科大)，野中俊冶，杉
山翔(豊橋技科大(院))，川邑正広(川邑研
究所)，MarianDZIMKO(ジリナ大学)

D9 誘電体バリア放電によるDLC膜表面改質
技術の開発
◆佐宗朋洋(名大(院))，村島基之，梅原徳
次，野老山貴行，李義永(名大)

E9 ラボ型HAXPES及び断面TEMによるMo潤
滑膜の構造解析
◆中西健太，西畑佳晃，山本千智，境恵
二郎(東ソー分析センター)

F9 ショックアブソーバしゅう動部材が摩擦挙
動に与える影響
◆西澤伸哉(東理大(院))，黒岩侑紀，加藤
慎治(KYB)，渡部誠也，佐々木信也(東理
大)

G9 動圧フォイル軸受の流体潤滑特性に及ぼ
すトップフォイル変形解析モデルの影響
◆畠中清史(九工大)

13:20

13:40 C3 PTFEとの摩擦における相手材料のフッ化
反応への影響要因に関する基礎的研究
◆一氏克成，野末真央，屋代響，新山恭
平(豊橋技科大(院))，竹市嘉紀(豊橋技科
大)，川邑正広(川邑研究所)，
MarianDZIMKO(ジリナ大学)

D10 Ag-DLCナノコンポジット膜の摩擦特性に
及ぼすポリイミド中間層の影響
◆田中佑弥，綿田知明(宇部高専専攻科
(学))，後藤実(宇部高専)

E10 LC-MSを用いたNOx劣化エンジンオイル
中の添加剤分析
◆沼田俊充，荒木祥和，藤井由利子，中
村清隆(日産アーク)

F10 長期水中摩擦におけるRBセラミックス粒
子配合樹脂複合材料のトライボロジー挙
動
◆柴田圭(東北大)，廣瀨智樹(東北大
(院))，山口健，堀切川一男(東北大)

G10 簡易熱流体潤滑理論にもとづく軸受最高
温度の時刻歴
◆畠中清史(九工大)

13:40

14:00 C4 反応分子動力学による層状グラフェン移
着片の摩擦挙動に対する雰囲気の影響
◆松岡諒(兵庫県立大(院))，鷲津仁志，石
井良樹(兵庫県立大)

D11 Cu/DLCナノコンポジット膜の摩擦特性と
内部Cuナノ結晶の配向性の関係
◆綿田知明，田中佑弥(宇部高専専攻科
(学))，Mohd Shahriman Adenan，Juri Bin
Saedon(UiTM)，後藤実(宇部高専)

E11 PIVを利用したEHL接触部周囲の油膜にお
ける圧力推定手法の検討
◆平勇人(東海大(院))，落合成行(東海大)

F11 すべり軸受適用に向けた樹脂材料のしゅ
う動特性に関する研究
◆山口義文，井戸慎一郎(三菱電機)

G11 簡易熱流体潤滑モデルにもとづく真円軸
受の新しい設計法
◆畠中清史，本田あおい(九工大)

14:00

14:20 C5 摩擦フェイドアウトを発現したトライボフィ
ルムの脱水素化反応による炭素sp1結合
の評価
◆野坂正隆，東海英顯，加藤孝久(東大)

D12 MVP法により長尺円筒側面へ局所成膜を
施したSi-DLCの摩擦特性比較
◆伊藤暁彦(岐阜大(院))，野々村奎吾，上
坂裕之，古木辰也(岐阜大)

E12 深層学習を用いた炭素系硬質膜の摩擦
推定モデルの提案
◆山田高澄(名大(院))，村島基之，梅原徳
次，野老山貴行，Lee Woo Young(名大)

F12 真鍮相手材に対する麻繊維/植物由来
PA1010バイオマス複合材料のトライボロ
ジー的性質
◆森野麻衣子，梶将季(工学院大(院))，西
谷要介(工学院大)

G12 斜軸式油圧モータのピストン/シリンダブ
ロックボア口元間における接触力計測
◆黒川秀朗(東工大(院))，田中真二，菊池
雅男(東工大)，山本浩(コマツ)

14:20

14:40 C6 加熱されたDLCからの炭化水素生成物の
摩擦特性
◆谷弘詞，呂仁国，小金沢新治，多川則
男(関西大)

D13 DLCコーティング膜の水素中の摩擦摩耗
に及ぼす温度の影響
◆福島耕平(九大(院))，田中宏昌，杉村丈
一(九大)

E13 超音波法を用いた変動荷重下の軸受油
膜厚さ計測
◆山田博之，佐々木辰也，荒木宏，津村
渉子，五前尚久(三菱電機)

F13 モノマー組成の異なるハイドロゲルの摩擦
に及ぼす関節液成分の影響
◆平川達大，新盛弘法(九大(院))，森田健
敬，山口哲夫(九大)，中田善知(日本触
媒)，澤江義則(九大)

G13 DLC膜を用いた摩擦ナノ発電機のベアリン
グセンサーとしての応用
◆ラマスワミー シュリハシャ(東大(院))，崔
埈豪(東大)

14:40

15:00

休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

15:00

固体潤滑2
座長：馬渕豊（宇大）

表面処理・コーティング4
座長：上坂裕之（岐阜大）

分析・評価・試験方法4
座長：遠山護（豊田中研）

摩擦材料4
座長：竹市嘉紀（豊橋技科大）

機械要素4
座長：村田順司（ジェイテクト）

15:20 C7 銅接点へ二硫化モリブデン介入による摺
動通電特性
◆飯塚達郎(日本工大(院))，渡辺克忠，澤
孝一郎，上野貴博(日本工大)

D14 繰り返し衝突によるステンレス表面の摩耗
損傷に関する研究（第1報）－各種めっき
被膜特性の影響についてー
◆河村啓太郎(呉高専(学))，西坂強(呉高
専)

E14 二円筒転がり疲労試験による鉄道レール
の結晶状態変化の把握
◆兼松義一，西村英典，松井元英(鉄道総
研)

F14 木質由来酸化銅微粒子添加によるエポキ
シ樹脂の耐摩耗性の向上
◆前田樹大(兵庫県立大(院))，松本直浩，
木之下博(兵庫県立大)

G14 円筒ころ軸受における保持器の摩耗低減
に関する検討
◆鈴木大輔，高橋研(鉄道総研)

15:20

15:40 C8 ReB2基セラミックスの高温トライボロジー
特性
◆村上敬(産総研)

D15 繰り返し衝突によるステンレス表面の摩耗
損傷に関する研究(第2報)-PVD硬質被膜
の影響について-
◆新吉喬彬(呉高専(学))，西坂強(呉高専)

E15 STI-CMPスラリにおける添加剤ポリマの基
板への吸着特性観察
◆李相哲，野村理行(昭和電工マテリアル
ズ)，柳沢雅広，本間敬之(早大)

F15 ポリアミド66と鋼の摩擦・摩耗特性に及ぼ
す表面粗さの影響
◆久本拓海(東理大(院))，尾崎剛寛
(KYB)，渡部誠也，佐々木信也(東理大)

G15 樹脂製保持器の鉄道車両主電動機用円
筒ころ軸受への適用検討
◆高橋研，鈴木大輔(鉄道総研)

15:40

16:00 C9 大気中無潤滑下における窒化炭素膜を用
いた超低摩擦発現のための臨界温度
◆伊藤将，厨川和哉(東北大(院))，神田航
希，足立幸志(東北大)

D16 DLCの混合および流体潤滑における摩擦
特性
◆内海慶春，高松玄(ITF)，吉田健太郎(神
奈川県産技)，加納眞(東工大)，文字山峻
輔，小田和裕(日油)

E16 中性子イメージング法を用いた玉軸受内
グリースの流動観察
◆酒井一泉，菖蒲祐輔，岩波睦修，木村
信治(ENEOS)，松本吉弘(CROSS)

F16 セルロースナノファイバー添加エポキシ樹
脂の機械的特性およびトライボロジー特性
◆稲田陽一(兵庫県立大(院))，松本直浩，
木之下博(兵庫県立大)

G16 ジャーナル軸受の摩擦特性に及ぼす潤滑
油中のマイクロバブルの影響 ー第1報 実
験的検討ー
◆小谷晋平(東海大(院))，田代裕樹(東海
大)，川本裕樹(東海大(院))，高橋俊，落合
成行(東海大)

16:00

16:20 C10 高温高圧水中におけるta-C膜の摩擦摩耗
特性に及ぼす相手材の影響
◆鈴木健矢(名大(院))，梅原徳次，野老山
貴行，村島基之，李義永(名大)，犬飼恭
司，吉田和仁，細川征嗣，本田崇(デン
ソー)

D17 潤滑下DLCの超潤滑特性を用いた環境に
やさしいトライボロジー技術
◆加納眞(東工大)，吉田健太郎(神奈川県
産技)，内海慶春(ITF)，文字山峻輔，小田
和裕(日油)

E17 放電プラズマ作用による油剤分解-ヘテロ
原子含有油剤分子構造の影響-
◆納山慧之(協同油脂)，中山景次(メゾテ
ク研)，羽山誠，董大明(協同油脂)

F17 セリサイト粉末分散金属薄膜の摩擦特性
◆松原尚，宇佐美初彦(名城大(院))，三崎
順一(三信鉱工（株）)

G17 ジャーナル軸受の摩擦特性に及ぼす潤滑
油中のマイクロバブルの影響 ―第２報 二
相流ＣＦＤ解析と摩擦低減メカニズムの考
察―
◆川本裕樹，小谷晋平，アプサラー セイタ
ン(東海大(院))，高橋俊，落合成行(東海
大)

16:20

16:40 D18 ガス浸炭処理におけるリング状部材の熱
処理歪の抑制
◆戸田一寿，中村卓弘(光洋サーモ)

E18 SRV試験機を用いたDLC膜の耐はく離性
評価における湿度の影響
◆間野大樹，大花継頼(産総研)

F18 カーボンナノチューブ充てんゴムの摩擦に
よる相手面損傷に関する研究
◆岩井智昭，橋本洋平(金沢大)，臼井卓
太(金沢大(院))，正角豊(金沢大)，武山慶
久，上野真寛(日本ゼオン)

16:40

17:00 F19 ヘテロ接合スズ基合金薄膜の摩擦特性に
及ぼす熱処理の影響
◆山田みなみ(名城大(院))，宇佐美初彦
(名城大)

17:00

17:20 17:20

休憩 休憩 休憩

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

シンポジウム(2)
工作機械のトライボロジー

セッション2（13：00～14：20）
司会：中村隆（名大）

ニアドライ加工におけるトライボロジーの
役割
◆若林利明(香川大)

チタン合金のMQL加工における切削性能
に及ぼす液状ラノリンの効果
◆三村悠祐(香川大(院))，磯崎紘哉，若林
利明(香川大)，熱田俊文，松島康晴(香川
県産技)

工作機械関連油種における高引火点化へ
の取り組み
◆遠藤龍太，置塩直史，小谷田早季
(ENEOS)

焼入れした鋼材の引張強さとその最適利
用
◆新部純三(THK)，熊谷正芳(都市大)，田
邊晃弘(THK)

　　　　　休憩（14：20～14：40）

セッション3（14：40～15：40）
司会：若園賀生（ジェイテクト）

自由側に取り付けられた玉軸受のアキシ
アル方向変位の観察
◆野口昭治(東理大)

微細断続切削によって付与したディンプル
がスラストニードル軸受の焼付き特性にお
よぼす影響
◆堀田智哉，于崇洲，武井吾諭(関東学
院)，佐藤寿樹，新美達也，神田保之(兼
房)

空冷間座付グリース潤滑軸受による工作
機械主軸の高速化
◆園田一樹，小畑智彦(NTN)

　　　　　休憩（15：40～16：00）

セッション4（16：00～17：00）
司会：宮武正明（東理大）

実使用環境におけるすべり案内面潤滑油
の性能評価について
◆近藤正章，山本邦治，中村英記(コスモ
石油)，糸魚川文広(名工大)

グリース潤滑されたすべり案内面の潤滑
特性
◆鶴間貴也(名工大(院))，糸魚川文広，前
川覚(名工大)

親水性シール材を用いた工作機械用ライ
ブセンターの性能評価
◆山口先(熊大(院))，樋口勝識，坂田晃
至，笠村啓司(熊大)，秋山哲也(JST)，中
島雄太，中西義孝(熊大)

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

シンポジウム(3)
境界潤滑添加剤最前線 −摩擦調整剤，
摩耗・焼付き防止剤の最新技術と応用

セッション3 (13:20～14:20)
司会：光井秀明(アフトンケミカル)

環境配慮型添加剤技術における最新の摩
耗防止剤、摩擦調整剤技術開発
◆中川尚久(BJL)

酸化グラフェンの摩擦界面への侵入挙動
のその場観察(1) -分散水中でのくさび効
果-
◆木之下博，柴田真範，松本直浩(兵庫県
立大)

ta-C／PPGによる中低温度域での低摩擦
化現象とトライボフィルムの解析
◆七戸英長(宇大(院))，馬渕豊(宇大)，佐
藤卓，大宮尊，羽生田清志(シェルルブリカ
ンツ)

                休憩（14:20～14:40）

セッション4 (14:40～16:20)
司会：内藤 康司

 ［基調講演］
境界潤滑添加剤の最新応用技術 ～摩擦
調整剤を活かす材料設計と低摩擦ナノ界
面の形成～
◆小池亮，行則啓太(トヨタ東日本)，足立
幸志(東北大)

ガソリン用エンジン油の省燃費性能向上に
関する検討（第1報）～添加剤併用時にお
けるZDDPのトライボロジー特性～
◆常岡秀雄，田川一生，村本朱，置塩直
史(ENEOS)，齋藤拓海(東大(院))，山下直
輝，平山朋子(京大)

ガソリン用エンジン油の省燃費性能向上に
関する検討（第2 報） －AFM によるZDDP
の表面吸着・反応過程の把握とナノトライ
ボロジー特性
◆SHEN WEIQI(京大(院))，齋藤拓海(東大
(院))，山下直輝，平山朋子(京大)，常岡秀
雄，田川一生，置塩直史(ENEOS)

各種金属系清浄剤のトライボロジー特性
に対するMoDTCとリン系化合物の併用効
果
◆ヌルマンビンノエス(香川大(院))，戸田悠
斗，若林利明(香川大)，金子佳亮，田川一
生(ENEOS)

                休憩（16:20～16:40）

セッション5 (16:40～17:40)
司会：田中 典義(Office Tanaka)

 MoDTCと吸着型FM共存下の摩擦特性と
その吸着性に関する研究
◆小野寺康(EMGL)，佐藤優子，佐藤魁星
(東理大(院))，渡部誠也，佐々木信也(東
理大)

往復動摩擦試験による低粘度エンジン油
中の有機高分子摩擦調整剤の性能と長
寿命化メカニズム
◆Gareth Moody, David Gillespie, John
Eastwood(Croda Europe), Keiko
Ueno(Croda Japan), Simon Barnes, Anne
Neville, Shahriar Kosarieh, Ardian
Morina(University of Leeds)

MoDTC配合油の燃費改善効果とさらなる
性能向上アプローチ
◆山本賢二，森泉幸也(ADEKA)

E会場（5） F会場（6） G会場（7）

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

シンポジウム(3)
境界潤滑添加剤最前線 −摩擦調整剤，
摩耗・焼付き防止剤の最新技術と応用
オーガナイザー
益子正文(東工大)
光井秀明(アフトンケミカル)
内藤康司

セッション1 (9:00～10:40)
司会：益子正文(東工大)

 ［基調講演］
マレイン化ジチオリン酸エステル誘導体の
潤滑特性と潤滑被膜の解析
◆小谷田早季，八木下和宏，石井俊也
(ENEOS)

AE測定法を用いたS系・P系添加剤の反応
解析
◆森田美穂，立山翔大，小野寺康，佐藤
剛久(EMGL)，長谷亜蘭(埼玉工大)

摺動面における硫黄系極圧剤の挙動解析
◆松枝宏尚(DIC)，酒井健一(東理大)，高
橋拓夢，酒井秀樹(東理大)，坂田浩
(DIC)，宇野円蔵，赤松允顕(東理大)

ギア油中の極圧添加剤による摩耗抑制の
ためのトライボケミカル反応制御
◆行則啓太，小池亮(TMEJ)，足立幸志(東
北大)

               休憩（10:40～11:00）

セッション2 (11:00～12:00)
司会：柳澤祐介(シェブロン)

二塩基酸エステル誘導体からなる新規無
灰型摩耗防止剤の開発
◆清水湧太郎，川本英貴，小田和裕(日
油)，平山朋子，山下直輝(京大)

ラジカルを含む環状構造末端をもつ分子
の有機摩擦調整剤としての応用
◆何海涛(名大(院))，塚本眞幸，
SeanghaiHor，張賀東(名大)，三矢保永(名
産研)，福澤健二，伊藤伸太郎(名大)

Applying Langmuir Theory to Wet Clutches
◆Christopher Prengaman，Timothy
Newcomb(Lubrizol)

B1

B2

B3

B4

シンポジウム(2)
工作機械のトライボロジー
オーガナイザー
野口昭治（東理大）
若園賀生（ジェイテクト）
糸魚川文広（名工大）
若林利明（香川大）

セッション1（10：40～12：00）
司会：野口昭治（東理大）

工作機械のトライボロジーに有効な表面
性状・表面粗さ評価法の研究
◆吉田一朗，近藤雄基(法政大)，榊原僚
(法政大(院))，沼田宗敏(中京大)，輿水大
和(中京大/YYCソリューション)

微小振動援用切削テクスチャ表面のなじ
み特性に関する検討（第４報）－容積と面
積密度による影響－
◆清水淳(茨城大)，中山智隆(茨城大院
(院))，山本武幸，周立波，小貫哲平，尾嶌
裕隆(茨城大)

エンドミル加工時における静圧空気スピン
ドルの振れ精度に関する研究
嶋田圭汰(東理大(院))，◆宮武正明，川田
将平，吉本成香(東理大)

中性子回折を用いた焼入れした中炭素鋼
の転位密度解析
◆内間博之(THK)，熊谷正芳(都市大)，新
部純三，水野湧太(THK)

[論文賞受賞講演]
In situ Raman Observation of the
Graphitization Process of ta-C DLC under
Boundary Lubrication in PolyAlpha-Olefin
with an Organic Friction Modifier
大久保光(東理大)，田所千治(埼玉大)，
平田祐樹(東工大)，◆佐々木信也(東理
大)

休憩

休憩

トライボロジー会議2020 秋 別府　※最新の情報は本会議のホームページをご確認ください．

第1日　[11月11日（水）]
A会場（1） B会場（2） C会場（3） D会場（4）



◆は講演者となります．

摩耗1
座長：内舘道正（岩手大）

9:00 E19 樹脂複合材料の摩擦・摩耗に及ぼす摺動
経路の影響
◆古賀正義(九大(院))，森田健敬，澤江義
則，山口哲生(九大)，河野達也(九大
(院))，小野寺拓(日立)

9:00

表面処理・コーティング5
座長：後藤実（宇部高専）

表面形状・接触1
座長：村島基之（名大）

摩擦1
座長：平田祐樹（東工大）

9:20 D19 FPP処理に用いる亜鉛粒子の表面状態が
被処理面の摩擦挙動に及ぼす影響
◆山西洋聡(都市大(院))，亀山雄高，佐藤
秀明，眞保良吉(都市大)

E20 ADDITIVE MANUFACTURINGを用いたハ
ニカムシールの開発
◆吉田亜積，國武信広，種池正樹(MHI)，
清水敦司(MHPS)

F20 切削性摩耗による研究用マイクロプラス
チックの調整
◆中西義孝(熊本大)，山口先(熊本大
(院))，中島雄太，藤原幸雄(熊本大)

G18 変動荷重下の摩擦特性に関する研究
◆蔡聞達(芝浦工大(院))，井上翔太，橋村
真治(芝浦工大)，大津健史(大分大)

9:20

9:40 D20 電子ビーム励起プラズマ窒化における処
理時間が窒化層のトライボロジー特性に
与える影響
◆井上貴寛(大同大(院))，宮本潤示(大同
大)

E21 多変量解析を用いた粉体エロージョン支
配パラメータの評価
◆木場理佐子，林慎之，竹内博晃(MHI)

F21 モバイルプリンター用ピックアップローラの
摩擦特性評価
◆青山恭大(新潟大(院))，月山陽介，新田
勇(新潟大)，和宇慶知子(アルプスアルパ
イン)

G19 超音速すべり接触に関する定常解
◆山口哲生，家敷拓弥，澤江義則(九大)

9:40

10:00 D21 銅薄膜を用いた無電解ガルバニック堆積
法による超撥水性表面の作製
◆下澤善広(東大（院）)，佐藤吉伸，重田
核(シンク・ラボラトリー)，崔埈豪(東大)

E22 潤滑条件下での転がり方向の逆転による
車輪の摩耗速度と形態の変化
◆赤間誠(阪産大)，稲垣智也(てつでん)

F22 被膜基材への微粒子投射処理がPMMAと
Si-DLC膜の付着面はくり強度に及ぼす影
響
◆森田裕也(岐阜大(院))，倉田将成，上坂
裕之，高橋紳矢(岐阜大)，諏訪裕吾(エム
エス製作所)，古木辰也(岐阜大)

G20 真実接触部位置が変化しないモデル粗さ
を用いたマイクロピッチング現象の観察
◆高島弘希，若本勇佑(名工大(院))，前川
覚，糸魚川文広(名工大)

10:00

10:20

休憩 休憩 休憩 休憩

10:20

技術賞受賞講演
座長：牧野武朗（三菱重工)

バイオトライボロジー1
座長：神田航希（東北大）

摩耗2
座長：林慎之（三菱重工）

表面形状・接触2
座長：野老山貴行（名大）

摩擦2
座長：月山陽介（新潟大）

10:40 D22 繊維強化PVAハイドロゲルによる固液二
相潤滑機能の向上
◆坂井伸朗(九工大)，鎗光清道(都立大)，
佐々木沙織，澤江義則(九大)，小森望充
(九工大)，村上輝夫(九大)

E23 FeCrAl-ODSステンレス鋼のインパクトフ
レッティング摩耗に及ぼす水温の影響
◆山口裕也(佐賀大(院))，佐藤善紀，張波
(佐賀大)，坂本寛，三浦祐典(NFD)

F23 表面周期構造による低速条件下における
スラスト針状ころ軸受の摩擦・摩耗特性の
向上
◆上續楽，川原公介，沢田博司(キヤノン
マシナリー)

G21 接触部の柔軟性を考慮した摺動系に現れ
る摩擦振動の抑制
◆増田哲也(埼玉大(院))，田所千治，長嶺
拓夫(埼玉大)，中野健(横国大)

10:40

11:00 D23 ポリビニルアルコールハイブリッドゲルの
摩擦・摩耗特性に及ぼす乾燥温湿度の影
響
◆鎗光清道(都立大)，村上輝夫(九大)，鈴
木淳史(横国大)

E24 Cu-Ni-Sn-S合金のしゅう動特性評価～熱
処理による硫化物の変化の影響について
～
◆浅田宏樹(関大(院))，佐藤知広，齋藤賢
一，宅間正則，高橋可昌(関大)

F24 ２次元規則性凹凸面の真実接触面積に及
ぼす下地と試験片厚さの影響
◆岡本峻一(九工大(院))，大槻剛(九工大
(学))，松田健次(九工大)

G22 ゴム材料のヒステリシス摩擦制御のため
の新しい設計コンセプト
◆桝谷亮介(名工大(院))，前川覚，糸魚川
文広(名工大)

11:00

11:20 D24 レオメータを用いたアガロース-軟骨細胞
モデルの摩擦特性評価
◆佐藤巧(九大(院))，森田健敬，山口哲
生，澤江義則(九大)

E25 マルチボディダイナミクスによる鉄道用
レールの摩耗進展予測
◆辻江正裕(鉄道総研)，沖田雅佳(上智大
院(院))，曄道佳明(上智大)，陳樺(鉄道総
研)

F25 凝着力の時間依存性に関する研究（2 面
の材料が凝着力に与える影響）
◆石川功，岸本涼太(鳥大)，長谷川真之，
小林隼人(エリオニクス)，松岡広成，福井
茂寿(鳥大)，加藤孝久(東大)

G23 水滴もしくは気泡が介在する不均一な濡
れにおけるゴムの摩擦挙動
◆西駿明(アシックス)，山口健，柴田圭，
堀切川一男(東北大)

11:20

11:40 E26 ZnDTP及びすす混入潤滑油の摩耗に及
ぼす影響
◆渡邉智康(名大(院))，梅原徳次，村島基
之，野老山貴行，李義永(名大)，福池裕
二，川田尚史(椿本チエイン)

11:40

12:00

休憩

12:00

マイクロ・ナノメカニズム1
座長：清水淳（茨城大）

バイオトライボロジー2
座長：中西義孝（熊本大）

摩耗3
座長：佐藤知広（関西大）

潤滑剤1
座長：酒井健一（東理大）

摩擦3
座長：前川覚（名工大）

13:20 C12 二次元ナノインデンテーション装置を用い
た添加剤由来トライボフィルムの摩擦特性
に関する研究
◆二藤優(東理大(院))，渡部誠也，佐々木
信也(東理大)

D25 Friction Measurement of Articular cartilage
using Nano Tribometer
◆李文肖(九大(院))，森田健敬，山口哲
生，澤江義則(九大)

E27 水混入時のショックアブソーバーフルード
の潤滑性について
◆坂上衆一，小林兼士，鈴木航一郎(出光
興産)

F26 添加剤含有潤滑油を用いた境界潤滑下に
おける金属材料表面上に形成されたトライ
ボ被膜の機械的特性評価
◆野老山貴行(名大)，西本宇志(名大
(院))，村上靖宏，光井秀明(アフトン)，村島
基之，Woo Young Lee，梅原徳次(名大)

G24 シリンダ内周粗さ3面性状化によるフリク
ション低減
◆田牧清治，大泉貴志(TPR)

13:20

13:40 C13 振動させたシリコーンシートと3点接触する
氷の間の摩擦力測定および界面状況の
観察
◆小林誠虎(長野高専(学))，柳澤憲史(長
野高専)

D26 ピコ秒レーザー加工を用いた血漿タンパク
質の吸着促進による摩擦低減
◆神田航希，足立幸志(東北大)

E28 衝突を伴う熱可塑性ウレタンの摩耗挙動
◆西駿明(アシックス)，山口健，柴田圭，
伊藤雄平，堀切川一男(東北大)

F27 イオン液体の潤滑性に対する相対湿度の
影響
◆小林生(東理大・院(院))，川田将平，宮
武正明，佐々木信也(東理大)

G25 ボールオンディスク式摩擦試験におけるプ
ラズマ支援潤滑効果のエネルギー効率に
及ぼす誘電体バリア放電化の影響
◆吉田敦哉(岐阜大(院))，上坂裕之，古木
辰也(岐阜大)

13:40

14:00 C14 一様な材料からなる球面と2次元繰り返し
材料分布を有する固体平面との間に働く
相互作用応力
◆仲林聡(鳥大(院))，別所慶祐，石川功，
松岡広成(鳥大)

D27 関節軟骨表層の配向コラーゲン線維が摩
擦特性に及ぼす影響
◆髙橋達也(都立大(院))，鎗光清道，藤江
裕道(都立大)

E29 擬似生体環境下での多方向滑り試験にお
ける超高分子量ポリエチレン由来のトライ
ボフィルム形成
◆新盛弘法(九大(院))，森田健敬，山口哲
生，澤江義則(九大)

F28 リン酸エステルの酸化鉄表面への化学吸
着過程の分子動力学シミュレーション
◆本間睦己(兵庫県立大(院))，鷲津仁志
(兵庫県立大)，甲嶋宏明(出光興産)

G26 酸化グラフェンの摩擦界面への侵入挙動
のその場観察(2) -分散PAO中での分散
方法による相違-
◆平井悠太朗(兵庫県立大(院))，木之下
博，松本直浩(兵庫県立大)

14:00

14:20 C15 粒子径の異なる蛍光発光粒子を用いた転
がり摩擦しゅう動部その場観察
◆布施谷尚也(名大(院))，梅原徳次，野老
山貴行，村島基之，李義永(名大)

E30 プラスチック成形機用Co-Ni合金の耐摩耗
性に及ぼす硬さの影響
◆石川春樹(岩手大(院))，吉野泰弘(岩手
大)，柳原圭司(東北大)，米倉達郎(岩手
大)

G27 硬式野球ボールと指先間の摩擦に及ぼす
ロジン粉末の影響
◆山口健，山倉直人，村田真之輔(東北
大)，福田岳洋，那須大毅(NTT)

14:20

休憩 休憩 休憩

E会場（5） F会場（6） G会場（7）

A18

A19

A20

A21

A22

A23

シンポジウム(8)
添加剤としてのフラーレンの可能性

オーガナイザー
宇佐美初彦（名城大）
近藤　邦夫（昭和電工）
伊藤伸太郎（名大）

司会：宇佐美初彦（名城大）

企画趣旨説明：近藤邦夫（昭和電工）
（9：00～9：10）

フラーレン添加油を小形玉軸受に微量給
油した場合のトルク特性
◆堀田智哉，戸嶋玲斗(関東学院大)

フラーレンのグリースへの添加効果
◆今村貴子，門田隆二，近藤邦夫，安部
禎典(昭和電工)

潤滑油中のフラーレンの特異な凝集体と
解析（第3報）
◆近藤邦夫，門田隆二，安部禎典，今村
貴子(昭和電工)

            休憩（10:10～10:30）

フラーレンのシリコーンオイル、イオン液体
への添加効果
◆安部禎典，門田隆二，近藤邦夫，今村
貴子(昭和電工)

ファイバーウォブリング法によるフラーレン
添加潤滑油の界面粘弾性計測
◆伊藤伸太郎(名大)，永井達也(名大
（院）)，福澤健二，東直輝，張賀東(名大)

フラーレン分散油剤のアルミニウム合金の
摩擦特性
◆三田村祐綺(名城大(院))，宇佐美初彦
(名城大)

総合討論（11：30～12：00）
司会：伊藤伸太郎（名大）

B15

B16

B17

B18

B19

B20

シンポジウム(5)
シールにおけるトライボロジー技術

オーガナイザー
落合成行(東海大)
田畠一二三(IHI)
水田裕賢(NOK)

セッション1 (9:20～10:20)
司会：田畠一二三(IHI)

メカニカルシールにおけるキャビテーション
領域および圧力に及ぼす密封液種の影響
◆板谷壮敏，上村訓右(イーグル工業)，杉
村丈一(九大)

非接触メカニカルシールにおける潤滑膜
内の温度分布測定と膜内流れの可視化
◆佐藤勇希(東海大(院))，落合成行(東海
大)

内周リング溝の付加によるドライガスシー
ルにおける漏れ低減効果の検証
◆落合成行，大家雄太(東海大)，佐藤勇
希(東海大(院))

　　　　　休憩（10:20～10:40）

セッション2 (10:40～11:40)
司会：落合成行(東海大)

粘性真空ポンプ機能を持つ非接触シール
の動的特性に関する数値的研究
◆露木峻正(東理大(院))，川田将平，宮武
正明，吉本成香(東理大)

高温におけるグリースの劣化がメタルシー
ル性能に及ぼす影響
◆井瀬景太(日本製鉄)，杉村丈一(九大)

液体潤滑下におけるゴムの境界潤滑特性
◆青柳彩子(NOK)，杉村丈一(九大)

C11
[技術賞受賞講演]
超低粘度ATFの開発
◆増田耕平，中尾元，小松原仁(ENEOS)

休憩

トライボロジー会議2020 秋 別府　※最新の情報は本会議のホームページをご確認ください．

第2日　[11月12日（木）]
A会場（1） B会場（2） C会場（3） D会場（4）



◆は講演者となります．

シミュレーション1
座長：久保百司（東北大）

流体潤滑1
座長：田所千治（埼玉大）

9:00 D28 斜軸式油圧モータにおけるピストン大球部
の潤滑特性
◆石坂賢人(東工大(学))，田中真二，菊池
雅男(東工大)，山本浩(コマツ)

E31 ティルティングパッドジャーナル軸受の給
油量が油膜厚さおよび振動に及ぼす影響
評価
◆高良直克，佐々木辰也，岡野紗耶(三菱
電機)

9:00

マイクロ・ナノメカニズム2
座長：伊藤伸太郎（名大）

潤滑剤2
座長：滝渡幸治（一関高専）

境界潤滑1
座長：桃園聡（東工大）

9:20 C16 二面間に形成された液体架橋のせん断力
に関する近似計算法
◆田浦裕生(長岡技科大)，廣瀬陽一(長岡
技科大(院))，柳澤憲史(長野高専)

D29 粘度指数向上剤を含む潤滑油の粘度評
価
◆澤井源太郎，川手大樹，臼井颯馬(兵庫
県立大(院))，鷲津仁志(兵庫県立大)

E32 冷媒溶解と発熱を考慮した圧縮機の軸受
特性に関する研究 ―試験による解析モデ
ルの検証―
◆佐々木辰也(三菱電機)，佐々木信也(東
理大)

F29 遠心離油試験によるグリースのパーミアビ
リティの計測(第3報)
◆相馬実波，董大明(協同油脂)，木村好
次(東大/香川大)

G28 液中AFMを応用した潤滑油-金属界面の
摺動前後の電位計測
◆森口志穂(島津テクノ)，粉川良平，藤野
敬太(島津)，辻本鉄平(ENEOS)，笹原亮，
大西洋(神戸大)

9:20

9:40 C17 金基板吸着スマネン単層薄膜の潤滑特性
の分子動力学シミュレーション
◆蓑和怜央(電通大(院))，松山倫太郎，山
崎浩輝(電通大)，櫻井英博(阪大)，佐々木
成朗(電通大)

D30 弾塑性体アスペリティ摺動摩擦のメソス
ケールSPHシミュレーション
◆杉村奈都子(都市大、兵庫県立大)，
LaVanSang(兵庫県立大)，三原雄司(都市
大)，鷲津仁志(兵庫県立大)

E33 テクスチャリング焼結含油軸受の潤滑特
性
◆是永敦，間野大樹，大花継頼(産総研)，
麻生忍，貞方和紀，田邊重之，秋山有司，
羽吹文夫(ポーライト)

F30 放熱グリースの流動性と耐熱耐久性改善
◆柏谷智，半澤和樹(住友鉱)

G29 高分子系摩擦調整剤が形成する吸着層
構造の温度依存性とナノトライボロジー特
性
◆山下直輝，平山朋子(京大)，渡邉保奈
美，小野寺康，佐藤剛久(EMGL)

9:40

10:00 C18 水滴の変形がシリコーンシートと水滴間の
引き離し力に及ばす影響
◆黒岩岳大(長野高専(学))，柳澤憲史(長
野高専)，田浦裕生(長岡技科大)

D31 セリア砥粒によるシリカ表面の化学機械研
磨シミュレーション
◆高橋ひと美，小野寺拓(日立製作所)，野
村理行(昭和電工マテリアルズ)

E34 特異形状を有する弾性流体潤滑油膜のそ
の場FT-IR分析
◆新谷晴明(九大(院))，八木和行，杉村丈
一(九大)

F31 フレッチング摩耗におけるすべり域の拡大
現象と潤滑油添加剤の影響
◆瀬戸駿一(大分大(院))，大津健史，三浦
篤義(大分大)

G30 初期表面粗さの違いがZnDTP由来のトラ
イボフィルム形成と摩耗特性に及ぼす影
響
◆永橋歩(東工大(院))，益子正文，田中真
二，菊池雅男(東工大)，山本浩(コマツ)

10:00

10:20

休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

10:20

マイクロ・ナノメカニズム3
座長：田浦裕生（長岡技科大）

シミュレーション2
座長：鷲津仁志（兵庫県立大）

流体潤滑2
座長：徳永雄一郎（イーグル工業）

潤滑剤3
座長：置塩直史（ENEOS）

境界潤滑2
座長：小野寺康（EMGL）

10:40 C19 遠心分離で抽出したナノダイヤモンド粒子
表面の直接観察による低摩擦機構解析
◆馬渕豊(宇大)，田﨑洋太(宇大(院))

D32 なじみによる摩擦特性変化を予測する摺
動面有限要素モデルの開発
◆林佳紀(名工大(院))，前川覚，糸魚川文
広(名工大)

E35 摩擦材の親水・疎水性が水潤滑に与える
影響
◆和田真人(ものつくり大(院))，平岡尚文
(ものつくり大)

F32 狭小すきまレオメータを用いたグリースの
粘弾性特性評価
◆平山朋子(京大)，吉田尚輝，小宮広志
(同志社大)

G31 境界層流体潤滑理論の研究(その３：両壁
面の高粘度化層を考慮した潤滑方程式)
◆小野京右(東工大)

10:40

11:00 C20 ナノダイヤモンドの極低摩擦発現に及ぼす
摺動条件と添加剤の影響
◆田﨑洋太(宇大(院))，馬渕豊(宇大)

D33 滑り摩擦のマルチスケール計算モデル
◆仙田康浩(山口大)

E36 流体潤滑下でのフッ素系樹脂コーティング
表面の摩擦特性
◆宮本羽留佳(九大(院))，八木和行(九
大)，前田聡，中島新之助，小林英一，中
林誠(住友電工)，杉村丈一(九大)

F33 量子ビーム小角散乱法による潤滑油中の
粘度指数向上剤の構造解析
高橋凌平(同志社大)，◆平山朋子(京大)，
高嶋頼由，田村和志(出光興産)，佐藤信
浩，杉山正明(京大)，高田慎一(日本原子
力研究開発機構)

G32 境界層流体潤滑理論の研究(その４：壁面
での変化率が零になる高粘度関数に関す
る潤滑方程式)
◆小野京右(東工大)

11:00

11:20 C21 グラフェン積層構造のモアレパターンの数
理にもとづくナノスケール摩擦の制御
◆平尾佳那絵(電通大(院))，岡本遼路，大
向秀弥，佐々木成朗(電通大院)

D34 原子シミュレーションに基づいたダイヤモ
ンドライクカーボンの摩擦の温度依存性の
解明
◆王楊，足立幸志，久保百司(東北大)

E37 潤滑油への摩耗粉混入を考慮した枯渇度
パラメータの検討
◆塩見裕，小原新吾(JAXA)

F34 オリフィスを用いた高圧下における潤滑油
の粘性に関する研究
◆張波(佐賀大)，上村歩，比屋根光(佐賀
大(院))，馬渡俊文(佐賀大)

G33 アルキル鎖長の異なるイオン液体がZDDP
併用添加油の摩擦・摩耗特性に与える影
響
◆佐藤魁星，佐藤優子(東理大(院))，川田
将平，渡部誠也，佐々木信也(東理大)

11:20

11:40 D35 アルミニウム/鉄の摩擦界面における凝
着・移着抑制メカニズムの反応分子動力
学シミュレーション
◆佐藤雄基(東北大(院))，王楊，大谷優
介，尾澤伸樹，久保百司(東北大)

E38 表面プラズモン共鳴を用いた圧力測定法
による流体潤滑出口境界部の詳細観察
◆稲垣達也(名工大(院))，前川覚，糸魚川
文広(名工大)

F35 自動車用スタータクラッチグリースの開発
◆福島由倫，本田崇，榊原功次，森誠(デ
ンソー)，正村勇二(デュポン・東レ・スペ
シャルティ・マテリアル)

11:40

12:00 12:00

13:00

休憩

13:00

シミュレーション3
座長：田中真二（東工大）

流体潤滑3
座長：平岡尚文（ものつくり大）

潤滑剤4
座長：鎌田久美子（シェルルブリカンツ）

13:20 D36 原子間隔の変化が摩擦力に与える影響の
検討
◆島倉拓海(農工大(院))，木村柊(農工
大)，鷲津仁志(兵庫県立大)，安藤泰久(農
工大)

E39 Shear-Thinning レオロジーモデルを用いた
熱弾性流体潤滑解析－高圧粘度推定式
の影響－
◆壱岐尾泰介(佐賀大(院))，馬渡俊文，張
波(佐賀大)

F36 潤滑油組成が高分子トライボロジーに与
える影響
◆樋口敦也(群馬大(院))，小俣智弥，撹上
将規，上原宏樹，山延健(群馬大)，大沼田
靖之，田川一生(ENEOS)

13:20

境界潤滑3
座長：青木才子（東工大）

13:40 G34 Evaluation of adsorbed film formation of
additives in lubricant oil with vertical-
type-objective ellipsometric microscope
◆ソン ユシ，難波克也(名大(院))，福澤健
二，伊藤伸太郎，張賀東(名大)

13:40

14:00 D38 メタノール環境がダイヤモンドライクカーボ
ンの摩耗現象に与える影響の解明：反応
分子動力学シミュレーション解析
張静，◆張静(東北大(院))，王楊，大谷優
介，尾澤伸樹，久保百司(東北大)

E41 An advanced numerical scheme for
numerical simulation of hydrodynamic
lubrication with textured surfaces
◆張科(九大(院))，八木和行，杉村丈一
(九大)

F38 硫黄系/リン系極圧剤混合系の反応膜形
成機構
◆宇野円蔵(東理大(院))，松枝宏尚，坂田
浩(DIC)，赤松允顕，酒井健一，酒井秀樹
(東理大)

G35 垂直観測型エリプソメトリー顕微鏡を用い
たナノすきま液体のせん断応答計測
◆山中魁人(名大(院))，福澤健二，東直
輝，伊藤伸太郎，張賀東(名大)

14:00

14:20 E42 粘度の圧力－温度特性に関する考察（そ
の５）－ファンデルワールス型粘性方程式
の導出－
◆金子正人(出光興産)

F39 高分子フィルム及び磁気テープ用PFPE潤
滑剤における摩擦挙動の研究
◆黒田光範，近藤洋文(MORESCO)

G36 アルミ合金を用いたエンジン油中低摩擦シ
ステムのためのレーザー処理によるなじみ
制御
◆伊原健人(東北大(院))，足立幸志(東北
大)

14:20

14:40

休憩 休憩

14:40

シミュレーション4
座長：小野寺拓（日立製作所）

流体潤滑4
座長：田中健太郎（海洋大）

潤滑剤5
座長：戸田雄次郎（NSK）

15:00 D39 炭化ケイ素の超低摩擦化に寄与するトラ
イボ膜の連続的形成過程の分子動力学シ
ミュレーション
◆川浦正之(東北大(院))，王楊，大谷優
介，尾澤伸樹，久保百司(東北大)

E43 長鎖状フルード分子におけるトラクション
発現の分子動力学解析
勝川了一(兵庫県立大(院))，富山栄治
(RIST)，◆鷲津仁志(兵庫県立大)

F40 グリース中増ちょう剤の圧縮およびすべり
初期における挙動の蛍光観察
◆鈴木学，門奈知裕，荒川健(ソミック石
川)，丸山晃征，安藤尊啓(豊橋技科大
(院))，竹市嘉紀(豊橋技科大)

15:00

境界潤滑4
座長：平山朋子（京都大）

15:20 G37 モリブデン系添加剤による超硬合金の摩
耗抑制に関する研究
◆安藤康平(大分大(院))，大津健史，三浦
篤義(大分大)

15:20

15:40 D41 高温高圧せん断時における潤滑油中の水
素発生に関する反応型分子動力学解析
◆青砥巧真(名大(院))，川合健斗，張賀
東，福澤健二，伊藤伸太郎，鈴木雄ー，長
岡正隆(名大)

E45 薄肉変形表面を用いた貧潤滑時摩擦能
動的制御手法の開発
◆村島基之，今泉友佑，梅原徳次，野老
山貴行(名大)，齊藤利幸，竹島雅之(ジェイ
テクト)

F42 ウレア増ちょう剤の劣化が軸受の潤滑状
態に与える影響
◆中川和紀，丸山泰右(NSK)

G38 低面圧すべり案内面の低速度域における
摩擦の過渡応答
◆浅野紘央(名工大(院))，前川覚，糸魚川
文広(名工大)

15:40

16:00 F43 グリースの基油と増ちょう剤の蛍光剤によ
る観察
◆山本拓冬(九大(院))，田中宏昌，杉村丈
一(九大)

G39 分子動力学法による分子集団としてのリン
酸エステルの安定性の解析
◆河北恭佑(兵庫県立大(院))，石井良樹
(兵庫県立大)，甲嶋宏明(出光興産)，鷲津
仁志(兵庫県立大)

16:00

16:20 16:20

D37 ジルコニアと金属の摩擦における化学反
応
◆濵野耀介(兵庫県立大(院))，秋山博俊
(日本グリース)，石井良樹，鷲津仁志(兵
庫県立大)

E40 軸受特性数が表面テクスチャリングの潤
滑特性に及ぼす影響
◆松村哲太(海洋大(院))，藤野俊和(海洋
大)，小田真輝(鳥羽商船)，田中健太郎，
岩本勝美(海洋大)

F37 二塩基酸エステル誘導体からなる無灰型
摩耗防止剤の吸着構造およびナノトライボ
ロジー特性評価
◆山下直輝，平山朋子(京大)，清水湧太
郎，川本英貴，小田和裕(日油)

休憩

休憩 休憩 休憩

A29

A30

A31

A32

A33

A34

シンポジウム(1)
 役に立つ「バイオインスパイアード・ソフ
トトライボ応用技術」

セッション3（13：20～14：20）
司会：中村隆（名大）

ソフトマターのトライボロジー現象解明の
ためのナノ物性計測
◆佐々木信也(東理大)

弾性体のすべり摩擦に現れるスライダの
浮上効果について
◆中野健(横国大)

機械ダイナミクス設計に基づくエラストマー
のトライボロジー特性制御
◆前川覚(名工大)，桝谷亮介(名工大
(院))，糸魚川文広(名工大)

                休憩（14:20～15:00）

セッション4（15：00～16：00）
司会：澤江義則（九大），山本浩司（同志
社大）

ヒューマンダイナミクスにおけるトライボロ
ジー
◆山口健(東北大)

関節内環境における摩擦・摩耗・潤滑
◆澤江義則(九大)，新盛弘法，李文肖(九
大(院))，森田健敬，山口哲生(九大)

遺伝子工学に基づく分子イメージングを応
用した軟骨トライボ関連分子の探索
◆山本浩司(同志社大)

総合討論（16：00～16：20）
司会：澤江義則（九大）

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

シンポジウム(6)
トライボロジーの啓発と次世代教育につ
いて考える

オーガナイザー
松山博樹(ジェイテクト)
齋藤吉之(IHI検査計測)

セッション1（13：20～14：40）
司会：松山博樹(ジェイテクト)

日本トライボロジー学会における次世代教
育の取組み
◆齋藤吉之(IHI検査計測)

謎解き活動を取り入れたトライボロジーの
啓発と次世代教育―将来を担う子ども・若
者たちをいかに振り向かせるか―
◆長谷亜蘭(埼玉工大)

次世代教育・高校2年生のオープンキャン
パス
◆野老山貴行，梅原徳次，村島基之，
Woo-Young Lee(名大)

休憩（14:40～15:00）

セッション2（15：00～16：20）
司会：齋藤吉之(IHI検査計測)

企業におけるトライボロジーと科学への啓
蒙活動の紹介
◆田川一生(ENEOS)

トライボロジーに関する小学校への出前授
業
◆野口昭治(東理大)

児童生徒向けトライボロジー教材
◆是永敦，間野大樹(産総研)

幼稚園児・小学生・大学生に対するトライ
ボロジー啓発活動の取り組み
◆宮島敏郎(富山県立大)

総合討論（16:20～16：40）
司会：齋藤吉之(IHI検査計測)

B31

論文賞受賞講演2
座長：張波(佐賀大)

[論文賞受賞講演]
ベース油中CNxの摩擦界面その場反射分
光分析による摩擦メカニズムの解明
岡本竜也，◆梅原徳次，村島基之(名大)，
斉藤浩二，眞鍋和幹，林圭二(トヨタ)

休憩

E会場（5） F会場（6） G会場（7）

A24

A25

A26

A27

A28

シンポジウム(1)
 役に立つ「バイオインスパイアード・ソフ
トトライボ応用技術」

オーガナイザー
中村隆（名大）
中野健（横国大）
澤江義則（九大）
山本浩司（同志社大）

代表挨拶：中村隆（8：55～9：00）

セッション1（9：00～10：20）
司会：中野健（横国大）

[基調講演1]
動的バイオインスパイアード材料の設計と
応用
◆宮田 隆志（関大）

小動物手足の吸着と離脱
◆中村隆(名大)，中川律果(名工大(院))，
前川覚，糸魚川文広(名工大)

生体と人工物の融合による高機能界面の
創成
◆足立幸志，神田航希(東北大)

                休憩（10:20～10:40）

セッション2（10：40～12:00）
司会：澤江義則（九大）

[基調講演2]
バイオインスパイアード水和潤滑表面によ
る長寿命型人工関節の開発と実用化
◆京本 政之（京セラ）

[基調講演3]
FEAによる人工関節の力学性能評価
◆村瀬 晃平（阪大）

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

シンポジウム(7)

3rd Japan-Korea Tribology Symposium

- Advanced Tribo-Materials -

Organizer:

Noritsugu Umehara (Nagoya University)

Junho Choi (The University of Tokyo)

Dae-Eun Kim (Yonsei University)

Koo-Hyun Chung (University of Ulsan)

Opening Remark

◆Noritsugu Umehara (Nagoya University)

Session I (9:00～10:50)

Chairparson：Noritsugu Umehara (Nagoya University)，

Hyun-Joon Kim (Kyungpook National University

Keynote talk (9:00～9:30)

Diamond-Like Carbon Films: Saving Energy to

Creating Energy

◆Junho Choi (The University of Tokyo)

Invited talk (9:30～9:50)

Application of MoS2 Nanoflakes Produced in Pure

Water for a High-Performance Triboelectric

Nanogenerator

Sunyoung Park, Doyoung Byun, Sunyoung Park, ◆

Dae-Hyun Cho (Gyeongnam National University of

Science and Technology)

Invited talk (9:50～10:10)

Tribological Properties of Rice Husk-Based Carbon:

Effect of Carbonizing Temperature

◆Takeshi Yamaguchi, Kei Shibata, Kazuo Hokkirigawa

(Tohoku University)

Invited talk (10:10～10:30)

Improvement in Wear and Adhesion Resistances of

Ceramic Coatings

◆Auezhan Amanov (Sun Moon University)

Invited talk (10:30～10:50)

Effect of the Surface Contamination on Real Contact

Area and Friction of Rubber Materials

◆Yosuke Tsukiyama, Isami Nitta (Niigata University)

Break （10:50～11:00）

Session II (11:00～12:50)

Chairparson：Junho Choi (The University of Tokyo)，

Auezhan Amanov (Sun Moon University)

Keynote talk (11:00～11:30)

Application of Tribology to Chemical Mechanical

Planarization (CMP)

◆Hyunseop Lee (TongMyong University)

Invited talk (11:30～11:50)

Clarification of High Wear Resistance Mechanism of

ta-CNx Coating Deposited by IBA-FAD System

◆Xiaoxu Liu (Nagoya Institute of Technology),

Noritsugu Umehara, Takayuki Tokoroyama, Motoyuki

Murashima (Nagoya University)

Invited talk (11:50～12:10)

Investigation of Tribological Characteristics of 1D

Nanomaterials

◆Hyun-Joon Kim (Kyungpook National University)

Invited talk (12:10～12:30)

Structure Control of Carbon Nanoparticle for

Tribological Application

◆Naohiro Matsumoto, Hiroshi Kinoshita (University of

Hyogo)

Invited talk (12:30～12:50)

Tribological Characteristics of Functional Coatings

Based on Nanomaterials

◆Chang-Lae Kim (Chosun University)

Closing Remark

◆Hyunseop Lee (TongMyong University)

休憩 休憩

休憩

トライボロジー会議2020 秋 別府　※最新の情報は本会議のホームページをご確認ください．

第3日　[11月13日（金）]
A会場（1） B会場（2） C会場（3） D会場（4）

ウレア増ちょう剤繊維構造の違いによるグ
リース物性への影響
◆阿部国敏，田中啓司，藤巻好朝，矢野
敬規(SLJ)

F41トラクションフルードの高圧粘度測定およ
び低温粘度概算
◆松本慎介(三重大(院))，中村裕一(三重
大)，加藤智(三重大(院))，松井正仁(三重
大)

E44層状ポリマーブラシの摩耗メカニズムに関
する粗視化分子動力学シミュレーション
◆劉仲民，上原周一(東北大(院))，王楊，
大谷優介，尾澤伸樹，久保百司(東北大)

D40


