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ご 挨 拶 

トライボロジー会議 2021 秋 松江の開催に際し，実行委員会を

代表してご挨拶申し上げます． 

２０２０年の初め頃に日本国内で感染が確認された新型コロナウ

イルスにより，トライボロジー会議２０２０ 春 東京は残念ながら

中止となり，２０２０ 秋 別府と２０２１ 春 東京はオンライン開

催となりました．２０２１ 秋 松江は，まずは開催予定会場である島

根県松江市のくにびきメッセで従来通りの完全現地開催を目指して

準備を進めてまいりました．しかし，今年に入ってからワクチン接種

が始まったものの，変異株の出現などもありやはり感染状況の先行

きは不透明でした．そこで，従来通りの完全現地開催は無理としても

何とかして現地を絡められないかと実行委員会でギリギリまで次善策を模索しました．ハイブリ

ッド方式やよりオンライン寄りにしたセミハイブリッド方式等を考案・検討しましたが，いずれ

も安全面を保証できず，今回もウェブ会議システム（Zoom）を用いて完全オンラインで開催す

ることにいたしました．ただ，やはり「松江」と銘打つからには少しでも現地感を味わっていただ

ければと考え，島根や松江に因んだ画像を利用して会議の入り口（ポータル）を作成しました．久

しぶりの対面での開催を心待ちにしておられた方もいらっしゃったかと思います．参加者の皆様

には大変ご迷惑をおかけいたしますが，何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます． 

講演申し込み開始直前にオンライン会議への移行を決定してアナウンスしたため，講演件数の

減少が懸念されましたが，最終的な講演件数は，一般講演，シンポジウム講演，基調講演を合わ

せて２２7 件となりました．講演者の皆様には厚く御礼申し上げます．シンポジウムとしては，

「トライボケミストリーの最前線」，「固体潤滑：省エネルギーに対応する技術・材料の動向」，「ス

ペーストライボロジー」，「複合化による高分子材料の改質」，「シールにおけるトライボロジー技

術」，「トライボロジーの分子シミュレーションとその周辺」，「トライボロジー教育を中心とした

教育のオンライン化について考える」，「ヤングトライボロジスト シンポジウム ～奨励賞受賞

者の研究や若手研究者の研究環境～」の８つのテーマを企画しました．オンライン開催のメリッ

トを生かして活発に意見交換・議論していただければ幸いです． 

２日目の午後には二人の講師をお招きし，特別講演会を開催いたします．小泉八雲（ラフカデ

ィオ・ハーン）の曾孫の民俗学者である小泉凡先生には「小泉八雲がみた、「神々の国」出雲」，

松江市在住でアジア人初のプロのツィンバロン奏者である斉藤浩先生には「妙なる響き ～中欧

の打弦楽器ツィンバロン～」と題してご講演いただきます．また，本特別講演会は一般公開し，

Zoom だけでなく YouTube でもライブ配信します．その後，夕方からはオンライン交歓会を実

施しますので，参加者の皆様との交流をお楽しみください。 

また，２０２１ 春 東京と同じく「企業技術・製品展示コーナー」をオンライン上に設け，動画

と資料の２形式の展示を本会議の開催期間中にご覧いただくことができます．３日とも昼食休憩時

間帯には企業プレゼンテーションを実施し，１・３日目はその後すぐに企業の担当者と会話やチャ

ットで情報交換できるオンライントークルームを開設します．是非ご活用ください． 

２０２１ 秋 松江の実行委員会は，「現地にこだわらない委員構成」というコンセプトで編成さ

れました．したがって，北は東北から南は九州まで，企業・大学・研究機関等の所属にこだわら

ない委員構成となっております．今回はその本来の目的を完全には達成できない状況にあります

が，オンライン会議ツール等を用いれば必ずしも対面での打ち合わせを行う必要はなく，委員の

居住地域・所属に依存せずにトライボロジー会議を開催できる見通しが立ったことは，今後のト

ライボロジー会議開催の自由度を広げ得るのではないかと期待しています． 

最後になりましたが，本会議の参加者ならびに開催にご協力いただきました皆様，および企業

展示にご協力いただきました各企業に厚く御礼申し上げます． 

 
実行委員長 

松岡 広成（鳥取大学） 
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セッションへの参加方法 

 

各セッションへの参加は，下記ポータル（会議への入り口）の「講演会場（参加登録者限定）」

に入室してください．入室後，講演スケジュール表内のリンクをクリックしていただくと Zoom 会

議室が立ち上がり，各セッション会場への入室が可能となります．Zoom の操作方法の詳細は，

操作方法の資料（P.29，３０）をご確認ください． 

聴講される場合は，入室後，名前の変更([所属略記][氏名]としてください)，マイク OFF の確認

をお願いいたします(カメラは ON のままで結構です)．質問は挙手ボタンをクリックいただき，

座長からの指示後，マイクを ON にしご発言ください．セッション終了後，講演者との個別での

情報交換の機会を設けております(ブレイクアウトルームを利用)．ご希望の方は会場係へお知らせ

ください． 

発表者，座長の方はセッション開始 15 分前にはご入室ください．操作方法の詳細は資料（P.31，

32）をご確認ください． 

 

お願い 

 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． 

 

※ポータルおよび本会議専用ホームページには，最新の情報が掲載されています． 

※講演会場へアクセスするためのユーザ名およびパスワードは，事務局より別途メールにて参加登

録者にご案内いたします． 

 

ポータル（会議への入り口）： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

講演会場（参加登録者限定）： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/participants/program/schedule.html 

 

本会専用ホームページ： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/index.html 
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第1日 10月27日（水）

8:30～ オンライン接続開始

9:00～17:00 研究発表会

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

表面・接触1
マイクロ・

ナノメカニズム1
流体潤滑1 潤滑剤1

表面・接触2
マイクロ・

ナノメカニズム2
流体潤滑2 潤滑剤2

12:10-12:40

12:50-13:50

表面処理・
コーティング1

分析・評価・
試験方法1

流体潤滑3 潤滑剤3

表面処理・
コーティング2

分析・評価・
試験方法2

流体潤滑4 潤滑剤4

第2日 10月28日（木）

8:30～ オンライン接続開始

9:00～14:50 研究発表会

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

機械要素1
表面処理・

コーティング3
分析・評価・
試験方法3

境界潤滑1 潤滑剤5

機械要素2
表面処理・

コーティング4
分析・評価・
試験方法4

境界潤滑2  潤滑剤6

12：10～13:00

メンテナンス 機械要素3
表面処理・

コーティング5
分析・評価・
試験方法5

境界潤滑3 潤滑剤7

15:00～17:00

17:15～18:00

18:00～19:30

第3日 10月29日（金）

8:30～ オンライン接続開始

9:00～17:00 研究発表会

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 F会場

現象・理論1 摩擦1 境界潤滑4 潤滑剤8

現象・理論2 摩擦2 境界潤滑5 潤滑剤9

12:10-12:40

12:50-13:50

摩耗1 摩擦3 摩擦材料1
バイオ

トライボロジー1

摩耗2 摩擦4 摩擦材料2
バイオ

トライボロジー2

トライボロジー会議2021 秋 松江　スケジュール

展示会

午前
シンポジウム
複合化による

高分子材料の改質

シンポジウム
トライボロジー教育を中
心とした教育のオンライ

ン化について考える

オンデマンド
動画展示・
資料展示

午後

シンポジウム
トライボケミストリーの

最前線
(13:00-17:00)

企業展示 オンライントークルーム

シンポジウム
ヤングトライボロジスト

シンポジウム
～奨励賞受賞者の研究や

若手研究者の研究環境～

(14:00-16:35)

企業プレゼンテーション

午前

シンポジウム
固体潤滑：

省エネルギーに対応
する技術・材料の動向

シンポジウム
トライボロジーの

分子シミュレーションと
その周辺

オンデマンド
動画展示・
資料展示

企業プレゼンテーション

企業展示　オンライントークルーム

午後
シンポジウム

スペーストライボロ
ジー

シンポジウム
トライボロジーの

分子シミュレーションと
その周辺

展示会

展示会

午前
シンポジウム

シールにおける
トライボロジー技術

オンデマンド
動画展示・
資料展示

企業プレゼンテーション

午後

　　　　　　特別講演会　１
　　　　　　講演題目　　小泉八雲がみた、「神々の国」出雲
　　　　　　講演者　　　 小泉 凡 先生
　　　　　　　　　　　　　　  島根県立大学名誉教授・小泉八雲記念館館長

　　　　　　特別講演会　2
　　　　　　講演題目　　妙なる響き ～中欧の打弦楽器ツィンバロン～
　　　　　　講演者　　　 斉藤 浩　先生
　　　　　　　　　　　　　　　ツィンバロン奏者

　　　　　　総合司会　鷲津 仁志氏
　　　　　　　　　　　     トライボロジー会議2021 秋 松江　実行委員
　　　　　　　　　　　     兵庫県立大学

オンライン交歓会 第一部

オンライン交歓会 第二部
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表面・接触 1
座長：松田健次(九工大)

C1 塑性指数を用いた表面性状パラメータ推定
法の提案
◆友田達規，遠山護(豊田中研)

9:00

C2 湿式ペーパ摩擦材の接触面形状計測
◆青木亮治(新潟大(院))，月山陽介，新田
勇(新潟大)，佐野誠，高倉則雄(ダイナック
ス)

9:20

C3 境界から流体潤滑状態においてレーザ表面
テクスチャが油膜厚さと摩擦に与える影響
◆湯原裕司(東理大(院))，渡部誠也，佐々
木信也(東理大)

9:40

10:00

休憩

10:20

表面・接触 2
座長：月山陽介(新潟大)

C4 ゴム材料の摩擦におよぼす凝着力の影響
-凝着力の雰囲気温度による変化-
◆川島健也(金沢大(院))，岩井智昭，正角
豊(金沢大)

10:40

C5 自動車用ワイパーゴムの水払拭時の摩擦
摩耗特性に関する研究
◆長岡聡史(金沢大(院))，岩井智昭，正角
豊(金沢大)，中野博之，川島一騎(フコク)

11:00

C6 複合型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（第２報）　-有
限要素法による弾性接触解析-
◆古城拓朗(九工大(院))，酒田英治，松田
健次(九工大)

11:20

11:40

12:00

トライボロジー会議2021 秋 松江

昼食・休憩
12:10～12:40 企業プレゼンテーション

12:50～13:50 企業展示 オンライントークルーム

A1

A2

A3

A4

A5

A6
 

A7

シンポジウム
複合化による高分子材料の改質

オーガナイザー:
西谷要介（工学院大），杉山憲一（荏原製
作所）
櫻井敬之（NOK）

セッション１（9:00～10:20）
司会:櫻井敬之（NOK）

麻繊維およびガラス繊維ハイブリッド型植物
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(工学院大(院))，西谷要介(工
学院大)

クライオゲルを経由したセルロースナノファ
イバー/エポキシ複合材料の作製と耐摩耗
性評価
◆江口裕(名工大)，浦松大記(名工大(院))，
永田謙二(名工大)

オニオンライクカーボン分散樹脂複合膜の
摩擦特性
◆岡本龍弥(名城大(院))，野上武史，鈴木
清史(パレス化学)，榎本和城(名城大)

CF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に及ぼすCF表面処
理効果
◆大井秀典(工学院大(院))，西谷要介(工学
院大)

休憩（10:20～10:40）

セッション２（10:40～12:00）
司会:西谷要介（工学院大）

[基調講演]
油潤滑下におけるPEEK材料のトライボロ
ジー
◆赤垣友治(八戸高専)

自動車のトランスミッション用樹脂製シール
リングの低トルク化
◆石井卓哉，小畑智彦(NTN)

カーボンナノチューブ配合によるゴムの機械
特性向上
◆韓若愚，青柳裕一(NOK)

B1

B2

シンポジウム
トライボロジー教育を中心とした
教育のオンライン化について考える

オーガナイザー:
齋藤吉之（IHI検査計測）, 田川一生
（ENEOS）
松山博樹（ジェイテクト）

司会:齋藤吉之（IHI検査計測）

9:00〜10:20
ニューノーマル時代における持続的なトライ
ボロジー啓蒙活動　-謎解きを活用した子ど
も向けリモート教育の教材開発と教育実践
（オンライン実演）-
◆長谷亜蘭(埼玉工大)

休憩（10:20～10:40）

司会:田川一生（ENEOS）

10:40〜11:30
[基調講演]
次世代育成オフィスのオンラインSTEAMコン
テンツの紹介
◆川越至桜，中井紗織，大島まり(東大生
研)

総合討論（11:30〜12:00）

A会場 B会場 C会場

第1日　[10月27日（水）]　午前
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マイクロ・ナノメカニズム1
座長：田中健太郎(東京海洋大)

流体潤滑1
座長：八木和行(九大)

潤滑剤1
座長：中村健太(都産技研)

D1 表面粗さ変化に伴う真実接触部の接触応力
増加がZDDP反応膜の生成過程に及ぼす影
響
◆佐藤魁星(東理大(院))，渡部誠也，佐々
木信也(東理大)

E1 境界層流体潤滑理論の研究  (その6：任意
の高粘度関数を用いる修正レイノルズ方程
式とピストンリング軸受の解析）
◆小野京右(東工大OB)

F1 硫黄系/リン系極圧剤混合系の反応膜形
成：しゅう動速度の影響
◆宇野円蔵(東理大(院))，松枝宏尚，坂田
浩(DIC)，酒井健一，酒井秀樹，赤松允顕
(東理大)

9:00

D2 シリコーンゴム斜面を滑る低粘度液滴の界
面抵抗に滑り速度が及ぼす影響
◆斎藤千夏，柳澤憲史(長野高専)，岩下航
(阪大(院))，奥村紀浩(長野高専)

E2 境界層流体潤滑理論の研究  (その7：高粘
度化膜の固体摩擦効果をも考慮した潤滑特
性の解析)
◆小野京右(東工大OB)

F2 MoDTCによる油潤滑下での摩擦および摩
耗特性に及ぼすta-Cコーティングの硬度の
影響
◆王帥(名大(院))，梅原徳次，野老山貴行，
村島基之，李義永(名大)，樋口毅(日産)

9:20

D3 各種金属表面に対するフラーレン添加潤滑
油の摩擦・摩耗特性
◆エン子昂(名大(院))，伊藤伸太郎，福澤健
二，東直輝，張賀東(名大)

E3 圧力温度換算グラフを用いた潤滑油の
2GPaまでの高圧粘度概算
◆加藤智(三重大(院))，中村裕一，山村祐
太，松井正仁(三重大)

F3 ガソリン用エンジン油の省燃費性能向上に
関する検討（第三報）　-オレイル系OFMと
ZDDPの併用系のトライボロジー特性-
◆SHEN WEIQI(京大(院))，平山朋子，安達
真聡(京大)，山下直輝(東理大)，常岡秀雄，
田川一生，置塩直史(ENEOS)

9:40

D4 光てこAFM用カンチレバーに働く表面力とそ
の振動特性への影響(空気膜スクイズ反力
を考慮した振動モデルの検討)
◆尾澤賢(鳥取大(院))，石川功，福井茂寿，
松岡広成(鳥取大)

E4 トラクション油の簡易固化圧力観察による高
圧粘度の概算
◆加藤慎也(三重大(院))，中村裕一，松井
正仁(三重大)

F4 超低環境負荷潤滑剤を目指した糖アルコー
ルの潤滑性能
◆八木渉(京大(院))，本田知己(福井大)，高
橋真裕子，木村雄輝，栃尾巧(BSF)

10:00

10:20

マイクロ・ナノメカニズム2
座長：東直輝(名大)

流体潤滑2
座長：大津健史(大分大)

潤滑剤2
座長：張波(佐賀大)

D5 ベアリングモニタリングセンサーへの応用に
向けた摩擦発電システムの設計
◆ラマスワミーシュリハシャ(東大(院))，中村
豪男，城谷友保(大同メタル)，高莽(東大
(院))，崔埈豪(東大)

E5 単一給気孔を持つ静圧空気スラスト軸受の
軸受特性に関する数値的研究
◆御代禎広(東理大(院))，宮武正明(東理
大)，川田将平(関西大)，吉本成香(東理大)

F5 高圧条件下における潤滑油の相転移挙動
の直接観察およびその摩擦特性
◆岡野知晃，浅田佳史，谷野順英(出光興
産)

10:40

D6 酸化グラフェン分散水の低摩擦機構の検討
◆レンツまりの(宇大(院))，馬渕豊(宇大)，寺
内舜(宇大(院))，山田脩裕，奥田紗知子(日
産)

E6 斜板式アキシャルピストンポンプのリテーナ
の変形を考慮したシュー部挙動評価
◆鈴木健太(日立)，鈴木基司，吉田智弘，
藤本隆司(日立建機)

F6 EHLにおける潤滑油の相転移挙動に対する
レオロジー的考察
◆浅田佳史，岡野知晃，谷野順英(出光興
産)

11:00

D7 ミリニュートン荷重領域における摩擦中のナ
ノ材料凝集体の変形およびトライボフィルム
形成の光学顕微鏡観察
◆岡本龍弥(兵庫県立大(院))，木之下博，
松本直浩(兵庫県立大)，菅野孝一(兵庫県
立大(院))

E7 水潤滑静圧スラスト軸受の軸受特性に関す
る数値的研究
◆上田英聖(東理大(院))，川田将平(関西
大)，宮武正明，吉本成香(東理大)

F7 分子動力学法による油中リン酸エステル会
合体の分子挙動の解析
◆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)

11:20

D8 MEMSを応用した理想ナノすきまにおける原
理的摩擦特性の解明（第1報）
◆八木渉(京大(院))，平山朋子，安達眞聡
(京大)，Yuanlin Xia(京大(院))，土屋智由(京
大)

F8 ポリメチルメタクリレート添加油の摩擦特性
に与える化学構造の影響
◆中村健太(都産技研)，村木正芳(湘工大）

11:40

12:00
昼食・休憩

12:10～12:40 企業プレゼンテーション
12:50～13:50 企業展示 オンライントークルーム

トライボロジー会議2021 秋 松江

第1日　[10月27日（水）]　午前

休憩

E会場 F会場D会場
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13:00

13:20

13:40

表面処理・コーティング1
座長：野老山貴行(名大)

C7 外部電場によるレーザ加熱されているDLCの摩擦
係数制御
◆谷弘詞(関西大)，泉谷裕毅(関西大(学))，呂仁
国，小金沢新治，多川則男(関西大)

14:00

C8 イオンビーム照射した高分子材料のトライボロジー
特性評価
◆田中汰玖(同志社大(院))，中村守正，松岡敬(同
志社大)，奥林里子(京工大)，長町信治(長町サイエ
ンスラボ)，三浦健一，小畠淳平(大阪技術研)

14:20

C9 摩擦攪拌プロセスによる高力黄銅CAC304Cの耐摩
耗性向上に関する研究
◆浅井玲，山本康太(東理大)，川田将平(関西大)，
井上遼，宮武正明，佐々木信也，吉本成香(東理
大)

14:40

15:00

休憩

15:20

表面処理・コーティング2
座長：川口雅弘(都産技研)

C10 エンジン油潤滑下における網目構造を有したa-C膜
のトライボロジー特性
◆大久保光(京工大)，渡部誠也，佐々木信也(東理
大)，徳田祐樹(都産技研)，森口秀樹(ITF)，射場大
輔，森脇一郎(京工大)

15:40

C11 a-C膜と遷移金属材との間の摩擦特性
◆金在鎰(名大(院))，野老山貴行，村島基之，李義
永，梅原徳次(名大)

16:00

C12 クロム系窒化膜の耐摩耗性に及ぼす被膜組成、結
晶粒径及び被膜強度の影響
◆菅原駿，岩下誉二，南郷哲哉，大平昌幸(TPR)

16:20

16:40

トライボロジー会議2021 秋 松江

12:50～13:50 企業展示
オンライントークルームA8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

シンポジウム
トライボケミストリーの最前線

オーガナイザー:
中山景次(メゾテク研）, 甲嶋宏明（出光興産）, 平山
朋子（京都大）, 塩田忠（岡山大), 納山慧之（協同油
脂）

セッション1 (13:00～13:40)
（トライボケミカル反応膜のその場観察 １）
司会：甲嶋宏明（出光興産）

放射光X線回折による焼付き過程でのトライボフィル
ムと鋼組織変化のその場観察
◆宮島慎，松本圭司，土井教史，米村光治，菊地なつ
み(日本製鉄)，佐藤眞直(JASRI)，八木和行(九大)

電子透過膜を用いたPAO中の境界潤滑摩擦界面の
SEMによるその場観察
◆木之下博，松本直浩(兵庫県立大)

セッション2 (13:40～14:20)
（トライボケミカル反応膜のその場観察 ２）
司会：納山慧之（協同油脂）

表面プラズモン共鳴を用いた潤滑された粗面の接触
状態観察
◆糸魚川文広(名工大)

中性子反射率法と狭小すきま摺動試験機の組み合わ
せによる静止場およびせん断場における高分子添加
剤の界面構造解析
◆山下直輝(東理大)，平山朋子，日野正裕(京大)，渡
邉保奈美，小野寺康(EMGL)，山田悟史(高エネ研)

休憩（14:20～14:30）

セッション3 (14:30～15:30)
（軸受のトライボケミストリー）
司会：塩田忠（岡山大）

放電プラズマ作用による油剤の分解
◆納山慧之，羽山誠，董大明(協同油脂)，中山景次(メ
ゾテク研)

転がり接触表面における水素の発生と侵入
◆田中宏昌，杉村丈一(九大)

クランクジャーナルのしゅう動におけるトライボケミスト
リ―
◆加納眞，岩田拓実，及川昌訓，荻原秀実，三原雄
司(都市大)

休憩（15:30～15:40）

セッション4 (15:40～16:20)
（コーティング膜のトライボケミストリー）
司会：平山朋子（京大）

炭化ケイ素コーティングによる生理食塩水中の摩擦特
性の向上
◆塩田忠(岡山大)，谷家大樹，竹中優加，石井良助
(岡山大(院))，大宮祐也，藤井正浩(岡山大)

Influence of Black Oxide Coating on Micropitting and
ZDDP Tribofilm Formation
◆上田真央(SLJ)，Hugh Spikes，Amir Kadiric(ICL)

セッション5 (16:20～17:00)

司会：中山景次（メゾテク研）
[基調講演]
The Pivotal Role of Tribochemistry in Liquid
Superlubricity
◆Jean-Michel Martin(LTDS)

B3

B4

B5

シンポジウム
ヤングトライボロジスト シンポジウム
～奨励賞受賞者の研究や若手研究者の研究環境
～

オーガナイザー:
中谷幾子（出光興産）, 奥田紗知子（日産自動車）
大津健史（大分大）

セッション1（14:00～15:05）

シンポジウムの趣旨説明
◆中谷幾子（出光興産）

【オーガナイザ指定講演】
転がり軸受の摩擦トルク低減に関する研究開発
◆獅子原祐樹(ジェイテクト)

【オーガナイザ指定講演】
企業における基礎研究・学会活動について
◆森田美穂(EMGL)

【オーガナイザ指定講演】
奨励賞研究発表とそのエピソード
◆石川功(鳥取大)

休憩（15:05～15:25）

セッション2（15:25～16:35）

講演者交流会

A会場 B会場 C会場

第1日　[10月27日（水）]　午後
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13:00

13:20

13:40

分析・評価・試験方法1
座長：佐藤善紀(佐賀大)

流体潤滑3
座長：西川宏志(九工大)

潤滑剤3
座長：今村貴子(昭和電工)

D9 MSE法によるWC系硬質薄膜の表面強さ評価
◆奥井亮汰(富山県立大(院))，宮島敏郎，鈴木真由
美(富山県立大)，里見大地，河村新吾(YKK)

E8 Numerical Investigation on the Lubricant Supply
Mechanism of Textured Surfaces in Starved
Hydrodynamic Lubrication
◆張科(九大(院))，八木和行，杉村丈一(九大)

F9 粘度圧力効果を考慮した衝撃スクイーズ膜圧力分
布
◆張波(佐賀大)

14:00

D10 アコースティックエミッション法によるねじ締結体の
摺動状態変化の評価
◆森重有矢，井瀬景太(NSC)

E9 スラスト軸受の表面傷による軸受特性への影響
◆鴫原拓造，吉峰千尋，横山真平(三菱重工)，角侑
樹，脇勇一朗(三菱パワー)

F10 金属表面における硫黄系添加剤の挙動解析
◆荒木陸(兵庫県立大(院))，甲嶋宏明(出光興産)，
石井良樹，鷲津仁志(兵庫県立大)

14:20

D11 大粒子を用いたMSE法によるベアリング用樹脂保持
器の耐衝撃性評価
◆宮﨑心之介(富山県立大(院))，宮島敏郎(富山県
立大)，舟戸保典(TC)，齋藤重正，會田哲夫(富山
大)，梶川真悟(牧野フライス)

E10 軸方向および円周方向スロット型静圧気体軸受の
軸芯挙動に関する研究
◆宗倉祐志(近畿大(学))，梶原伸治(近畿大)，絹川
智哉，菊谷慎哉(スターライト工業)

F11 超薄膜光干渉法による脂肪酸吸着膜の成長分布の
その場計測
◆土屋巧(埼玉大(院))，田所千治，長嶺拓夫(埼玉
大)

14:40

D12 SRV試験機を用いたDLC膜の耐はく離性評価にお
ける振動及びAEの周波数解析
◆間野大樹，是永敦，大花継頼(産総研)

F12 散逸粒子動力学による油中のミセル形成シミュレー
ション
◆長谷川智也(兵庫県立大(院))，杉村奈都子，鷲津
仁志(兵庫県立大)

15:00

15:20

分析・評価・試験方法2
座長：伊藤伸太郎(名大)

流体潤滑4
座長：坪井涼(大同大)

潤滑剤4
座長：酒井健一(東理大)

D13 電気化学インピーダンス法を用いたエンジン油劣化
診断
◆渡辺郁美，木薮敏康，矢野昭彦(三菱重工)

E11 真空環境下におけるスクイーズ膜浮上を用いた非
接触保持機構の開発
◆小川亮太(東理大(院))，川田将平(関西大)，宮武
正明，吉本成香(東理大)

F13 金属／潤滑油界面におけるフラーレン吸着層の研
究
◆今村貴子，近藤邦夫，安部禎典，イルワンシャ，
亀井雄樹，南拓也，島津嘉友(昭和電工)

15:40

D14 微粒子を用いたMSE法による射出成形樹脂保持器
の強さ評価
◆川野滉介(富山県立大(院))，宮島敏郎(富山県立
大)，舟戸保典(TC)，齋藤重正，會田哲夫(富山大)，
梶川真吾(牧野フライス)

E12 転がり-すべり条件におけるEHL膜の粘度分布の測
定
◆吉田侑矢(大分大(院))，大津健史，三浦篤義(大
分大)

F14 極低温下での合成潤滑油の粘度特性
◆阿賀野静(出光興産)

16:00

D15 すべり軸受における接触検知技術の比較
◆山田博之，保手浜拓也，荒木宏，津村渉子(三菱
電機)

E13 点接触EHL膜挙動に及ぼすテクスチャの影響
◆村田祐樹(九工大(院))，西川宏志(九工大)

F15 ポリフェニルエーテル系合成油のトライボロジー特
性と分子構造の関係
◆呂仁国，谷弘詞，多川則男，小金沢新治(関西大)

16:20

D16 軸方向型および従来型スロット絞り静圧気体軸受の
CAE解析手法の開発
梶原伸治(近畿大)，◆菊地将典(近畿大(院))，絹川
智哉，菊谷慎哉(スターライト工業)

16:40

トライボロジー会議2021 秋 松江

第1日　[10月27日（水）]　午後

休憩

D会場 E会場 F会場

12:50～13:50 企業展示
オンライントークルーム
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機械要素1
座長：小山田具永（日立）

表面処理・コーティング3
座長：谷弘詞(関西大)

B6 粒子法を応用した同心ジャーナル軸受油膜
の粘性トルク
畠中清史(九工大)，◆寺床海登(九工大(学))

C13 炭化ケイ素の水潤滑特性に及ぼす摩擦対に
施す表面テクスチャの組み合わせの影響
◆坂本健輔(東北大(院))，神田航希，足立幸
志(東北大)

9:00

B7 転がり接触面直下で変化する金属組織と放
出された摩耗粒子サイズ
◆松本謙司(本田技研)，吉田直亮(九大)

C14 フッ素含有DLC膜の水分子吸着特性および
摩擦特性に関する研究
米澤知樹(東大(院))，◆石川功(鳥取大)，徳
田祐樹(都産技研)，崔埈豪(東大)

9:20

B8 湿式ペーパ摩擦材の真実接触面積と摩擦
特性との関係性
◆小林将人，磯賢一(NSKワーナー)

C15 接点の形状変化を加味したインピーダンス
法によるDLC膜上の被膜解析
◆中村瑞希(宇大(院))，馬渕豊(宇大)，金子
太一(宇大(学))

9:40

B9 面接触におけるDLC膜の摩擦特性と気体生
成の関係
◆國崎佑介，岡昌男，上村訓右(イーグル工
業)

C16 FCVA法におけるダクトバイアスがta-C膜の
摩擦摩耗特性に及ぼす影響
◆李義永(名大)，張英俊(KIMS)，金在鎰(名
大(院))，梅原徳次(名大)

10:00

10:20

機械要素2
座長：岡昌男(イーグル工業)

表面処理・コーティング4
座長：崔埈豪(東大)

B10 小型玉軸受の動トルクに及ぼすグリースの
影響（608の動トルク実態調査）
◆野口昭治(東理大)，堀田智哉(関東学院
大)

C17 窒化炭素膜を用いた摩擦システムにおける
水素中での超低摩擦界面形成
◆片桐薫，厨川和哉(東北大(院))，神田航
希，足立幸志(東北大)

10:40

B11 かみ合い起振力の非整数次成分の解析手
法
◆西浦謙佑，大高一馬，正田功彦(三菱重
工)

C18 誘電体バリア放電を用いた液体膜生成によ
るDLC膜低摩擦技術開発
◆武文君(名大(院))，村島基之，梅原徳次，
野老山貴行，Lee Woo Young(名大)

11:00

B12 フラーレンを含む潤滑油が深溝玉軸受の回
転トルクに及ぼす影響
◆戸嶋玲斗(関東学院大(院))，堀田智哉(関
東学院大)

C19 窒化炭素膜による低摩擦ナノ界面形成にお
ける摩擦相手材料の役割
◆厨川和哉，片桐薫(東北大(院))，神田航
希，足立幸志(東北大)

11:20

B13 高周波超音波探傷による転動疲労き裂進展
の評価(第2報)
◆岡田尚弘，藤田工(NTN)，溝部浩志郞，木
田勝之(富山大)

C20 リン酸マンガン皮膜処理を施した浸炭焼き入
れ鋼におけるトライボフィルム形成挙動
◆永橋歩(東工大(院))，田中真二，菊池雅
男，益子正文(東工大)，松本圭司，田村幸
雄，山本浩(コマツ)

11:40

12:00

トライボロジー会議2021 秋 松江

昼食・休憩
12:10～13:00 企業プレゼンテーション

休憩

A会場 B会場 C会場

第2日　[10月28日（木）]　午前

シンポジウム
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）
川村良一（タンケンシールセーコウ）
水田裕賢（NOK）

セッション１（9:20～10:20）
司会: 落合成行（東海大）

濃厚ポリマーブラシを用いた低摩擦シール
の開発
◆青木岳也，細沼慎正，佐藤博幸(NOK)，福
原拓人(イーグル工業)，辻井敬亘(京大)

親水性シール材を用いた工作機械用ライブ
センタの性能評価（第２報）
◆林泰生，山口先(熊本大(院))，笠村啓司
(熊本大)，秋山哲也(JST)，中島雄太，中西
義孝(熊本大)

金属平型ガスケット表面の微細観察に基づく
微小漏えいメカニズムの考察
◆林大雅(岡山大(院))，大宮祐也，塩田忠，
藤井正浩(岡山大)

休憩（10:20～10:40）

セッション２（10:40～12:00）
司会: 水田裕賢（NOK）

フォトクロミズム可視化手法とピストン周りの
油膜流れへの適用
◆畔津昭彦(東海大)，小川航平(東海大(院))

フォトクロミズム可視化手法を用いた非接触
メカニカルシールにおける潤滑膜の観察
◆佐藤勇希(東海大(院))，木村渉(東海大
(学))，落合成行，畔津昭彦(東海大)

機械学習を用いたメカニカルシールの表面
テクスチャで発生する圧力分布の予測
◆王岩(イーグル工業)

メカニカルシールに生じる摩擦振動の振動
モード計測
◆相澤啓貴，徳永雄一郎(イーグル工業)，
永田淳武，田所千治，長嶺拓夫(埼玉大)，中
野健(横国大)

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24
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分析・評価・試験方法3
座長：前川覚(名工大)

境界潤滑1
座長：平山朋子(京大)

潤滑剤5
座長：酒井一泉(ENEOS)

D17 トライボロジーのオペランド観察(第8報)潤滑
油のトライボ触媒反応
◆柳沢雅広，ベルツモルテン，國本雅宏，本
間敬之(早大)

E14 表面テクスチャによるCVTプーリ/ベルト間
摩擦の異方性制御
◆原田敦太(東理大(院))，渡部誠也，佐々
木信也(東理大)

F16 せん断場におかれたグリース増ちょう剤の
配向と凝集に関する考察
◆平野幸喜，高倉豊(出光興産)

9:00

D18 ナノスケール接着界面の計測・解析
◆柳沢雅広，ベルツモルテン，國本雅宏，本
間敬之(早大)

E15 誘電泳動を用いたMoS2の摩擦面導入によ

る低摩擦技術の開発
◆青野和馬(名大(院))，村島基之，梅原徳
次，野老山貴行，李義永(名大)

F17 グリース技術による玉軸受の耐白層はく離
性向上に関する研究
◆高原加奈子，吉崎浩二，三宅一徳，黒川
貴則(ジェイテクト)

9:20

D19 ナノ隙間における固液界面分子構造の表面
増強ラマン分光解析
◆吉田立樹(早大(院))，國本雅宏，本間敬
之，柳沢雅広，Morten Bertz(早大)

E16 貧潤滑下におけるフラーレン添加油の低摩
擦発現機構
◆森郁賢(福井大(院))，本田知己(福井大)

F18 ケイ素含有リン酸系イオン液体の潤滑油添
加剤およびグリース添加剤としての潤滑特
性
◆川田将平(関西大)，佐藤魁星(東理大
(院))，宮武正明，佐々木信也(東理大)，増
田現(日清紡)

9:40

D20 ラマン分光法による摺動面におけるMoS2の

分布の可視化
◆沼田俊充，荒木祥和，藤井由利子，上岡
健一，北野律子，三好桃佳，中村清隆(日産
アーク)

E17 車輪／レール間の粘着挙動に及ぼす水温と
表面粗さの影響
◆井戸達哉，陳樺(鉄道総研)

F19 ポリアルキルメタクリレートのポリマー表面
への吸着が摩擦低減に及ぼす効果
◆樋口敦也(群馬大(院))，撹上将規，上原
宏樹，山延健(群馬大)，大沼田靖之，田川
一生(ENEOS)

10:00

10:20

分析・評価・試験方法4
座長：澤江義則(九大)

境界潤滑2
座長：張賀東(名大)

潤滑剤6
座長：三宅 一徳(ジェイテクト)

D21 Visualizing Stress Distributions Using
Raman Imaging Combined with Machine
Learning
◆ベルツモルテン，柳沢雅広，國本雅宏，本
間敬之(早大)

E18 反射分光その場分析装置によるエステル油
混合PAO油中における摩擦特性に及ぼすエ
ステル油吸着の影響の解明
◆平田航大(名大(院))，梅原徳次，野老山
貴行，村島基之，李義永(名大)，武川大輔，
成田恵一(出光興産)

F20 グリース状態における増ちょう剤の観察 -共
焦点レーザー蛍光顕微鏡を用いた高解像
度観察-
◆緒方塁，酒井一泉(ENEOS)

10:40

D22 屈折率を利用した潤滑油中の酸化生成物
の測定
◆南立光一(福井大(院))，八木渉(京大
(院))，本田知己(福井大)

E19 リン酸マンガン皮膜および硫化鉄皮膜が浸
炭焼入れ鋼の摺動特性に与える影響
◆飯田未歩(東工大(院))，田中真二，菊池
雅男，益子正文(東工大)，山田健太郎，田
村幸雄，山本浩(コマツ)

F21 PIV解析を用いたしゅう動面でのグリース流
動状態の観察（第１報）　-解析手法の確
立、及び、評価条件の影響検討-
◆佐藤遼介(関東学院大(院))，伊木悠，酒
井一泉(ENEOS)，西澤圭悟(関東学院大
(学))，三和怜央(関東学院大(院))，宮永宜
典(関東学院大)

11:00

D23 電気メス表面コーティングが煙発生に与える
影響の解明
◆小川航生(名大(院))，野老山貴行，村島
基之，梅原徳次，李義永(名大)，萬隆行，内
田淳一(日本パーカー)

E20 低面圧しゅう動条件における境界潤滑膜の
速度応答
◆浅野紘央(名工大(院))，劉暁旭，前川覚，
糸魚川文広(名工大)

F22 PIV解析を用いたしゅう動面でのグリース流
動状態の観察（第２報） -増ちょう剤種の影
響検討-
◆伊木悠，酒井一泉(ENEOS)，佐藤遼介(関
東学院大(院))，西澤圭悟(関東学院大
(学))，三和怜央(関東学院大(院))，宮永宜
典(関東学院大)

11:20

D24 エラストマー変形時における表面及び内部
変化の計測・解析
◆山口健(ブリヂストン)，ベルツモルテン，柳
沢雅広，本間敬之(早大)

E21 MoDTC由来トライボフィルムの反射分光摩
擦面その場観察
◆橋詰直弥(名大(院))，梅原徳次，野老山
貴行，村島基之，李義永(名大)

F23 ウレアグリース増ちょう剤の転動疲労に及ぼ
す影響
◆本田悠(九大(院))，中田英樹，高根孝仁
(出光興産)，田中宏昌，杉村丈一(九大)

11:40

12:00

E会場 F会場

昼食・休憩
12:10～13:00 企業プレゼンテーション

トライボロジー会議2021 秋 松江

休憩

第2日　[10月28日（木）]　午前

D会場
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メンテナンス
座長：本田知己(福井大)

機械要素3
座長：丸山泰右(NSK)

表面処理・コーティング5
座長：馬渕豊(宇大)

A25 摩擦帯電センサによるタイヤ摩耗量の推定
◆細田昂希(関西大(院))，谷弘詞(関西大)，
杉本睦樹，藤原崇博，杉岡恭太，中尾幸夫
(住友ゴム)，川田将平，呂仁国，小金沢新
治，多川則男(関西大)

B14 粒子法を用いた転がり軸受攪拌損失解析
◆辺見真，小野雅彦(日立生産研)

C21 射出成形におけるポリカーボネートの離型
抵抗に及ぼす硬質コーティングと樹脂グレー
ドの影響
◆内舘道正，山田浩輔，吉田一人(岩手大)

13:30

A26 機械学習を応用したクーラント性状管理法の
検討
◆吹田駿介，坂下修梧，山田隆太，山本佑
樹，浅田勝義(UACJ)

B15 シール型スラスト軸受におけるディンプルが
流体潤滑特性に及ぼす影響
◆三和怜央(関東学院大(院))，石井亮太(関
東学院大(学))，宮永宜典(関東学院大)，富
岡淳(早大)

C22 地熱発電システムにおけるシリカ付着低減
に及ぼすDLC最表層構造の影響
◆中島悠也(富士電機)，李義永，梅原徳次
(名大)，上坂裕之(岐阜大)，野老山貴行，村
島基之(名大)

13:50

A27 摩耗粉生成と運転中の放出挙動（金属ベル
トCVTの場合）
松本謙司，◆森潤，古賀秀晴(本田技研)

B16 3Dプリンティング技術を適用したメカニカル
シールの動的特性の研究
◆瀧ヶ平宜昭，根岸雄大，前谷優貴，上村
訓右(イーグル工業)，大橋一仁(岡山大)

C23 シリコン基板上の水分子集団の摩擦挙動解
析
◆片山渓太郎(兵庫県立大(院))，石井良樹，
鷲津仁志(兵庫県立大)

14:10

B17 トラクションドライブにおける熱流体解析を用
いた潤滑油の供給方法の違いによる冷却効
果の検証
◆宮島拓也(東海大(院))，落合成行(東海
大)，板垣浩文，大濱和正(NSK)

14:30

トライボロジー会議2021 秋 松江

15:00～17:00　特別講演会

17:15～18:00　オンライン交歓会 第一部

18:00～19:30　オンライン交歓会 第二部

A会場 B会場 C会場

第2日　[10月28日（木）]　午後
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分析・評価・試験方法5
座長：神田航希(東北大)

境界潤滑3
座長：山口健(東北大)

潤滑剤7
座長：伊藤元博(NTN)

D25 角錐圧子を用いた反発硬さ試験におけるハ
ンマ傾斜の影響（第1報）　-異なる圧子を有
するハンマの挙動の追跡-
◆CHEN Lu(九工大(院))，小山慶二，河村和
哉，松田健次(九工大)

E22 ポリアルキルメタクリレート（PAMA）ポリマー
添加剤の極性が吸着・摩擦特性に及ぼす影
響
◆ソンユシ，葛冬萌(名大(院))，福澤健二，
伊藤伸太郎，張賀東，東直輝(名大)

F24 蛍光法によるウレアグリースの基油と増ちょ
う剤の観察
◆椎原稜太(九大(院))，中田英樹，高根孝
仁(出光興産)，田中宏昌，杉村丈一(九大)

13:30

D26 角錐圧子を用いた反発硬さ試験におけるハ
ンマ傾斜の影響（第2報）　-有限要素法によ
るハンマ挙動の解析-
◆濱田祐太，CHEN Lu(九工大(院))，松田健
次(九工大)

E23 レーザー処理アルミ合金を用いたエンジン
油中摩擦システムにおける照射エネルギー
密度による摩擦制御
◆伊原健人(東北大(院))，足立幸志(東北
大)

F25 グリースの粘度圧力係数測定に関する研究
張波(佐賀大)，◆龍佑規也(佐賀大(院))，井
瀬景太(日本製鉄)，馬渡俊文(佐賀大)

13:50

D27 AE法を用いた転がり軸受の状態検知に関
する研究　-焼付き予兆の検知-
◆獅子原祐樹(ジェイテクト)，長谷亜蘭(埼玉
工大)

E24 各種アルミニウム合金の境界潤滑膜形成特
性
◆吉浦建司朗(九大(院))，八木和行，杉村
丈一(九大)

F26 ポリマー配合グリース適用によるハブシー
ルの高性能化
◆伊藤雷，松本兼明，相原成明(NSK)

14:10

D28 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(第2報)　 -回転中の軸受
観察-
◆酒井一泉，伊木悠，菖蒲祐輔，岩波睦
修，木村信治(ENEOS)，松本吉弘(CROSS)

E25 DLC膜の摩耗特性に及ぼすりん酸モリブデ
ン添加剤の影響
◆宇野史希介(大分大(院))，大津健史，三
浦篤義(大分大)

F27 玉軸受の耐電食性におよぼすグリースの影
響
◆山下侑里恵，津田武志，三宅一徳(ジェイ
テクト)

14:30

18:00～19:30　オンライン交歓会 第二部

E会場 F会場

トライボロジー会議2021 秋 松江

第2日　[10月28日（木）]　午後

D会場

15:00～17:00　特別講演会

17:15～18:00　オンライン交歓会 第一部
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トライボロジー会議2021 秋 松江

現象・理論1
座長：糸魚川文広(名工大)

C24 トラクションカーブ線形領域に対する転動体
弾性の影響
◆相川文明，板垣浩文(NSK)

9:00

C25 690系Ni基合金のインパクトフレッティング摩
耗に及ぼす非接触時間の影響
◆佐藤善紀，張波(佐賀大)

9:20

C26 ファンデルワールス型線密度方程式の導出
と高圧密度の推算
◆金子正人(出光興産)

9:40

10:00

10:20

現象・理論2
座長：伊藤伸太郎(名大)

C27 電気インピーダンス法を用いたラジアル荷重
条件下における転がり軸受の潤滑状態モニ
タリング
◆丸山泰右，前田成志，岩瀬駿介(NSK)，中
野健(横国大)

10:40

C28 玉軸受の枯渇EHD接触における油膜測定と
理論計算の比較
◆松﨑康男，丸山泰右(NSK)，市村亮輔，野
木高(協同油脂)，桃園聡(東工大)，前川覚，
糸魚川文広(名工大)

11:00

C29 誘電分光法を用いたグリース状態診断技術
◆岩瀬駿介，丸山泰右(NSK)，前川覚，糸魚
川文広(名工大)

11:20

C30 ゴムブロックの氷上摩擦特性予測技術（第１
報）　-摩擦面の温度分布・状態変化と摩擦
係数-
◆松本浩幸，畠中慎太郎，野村洸，神藏貴
久(ブリヂストン)

11:40

12:00

第3日　[10月29日（金）]　午前

B会場

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

シンポジウム
固体潤滑：省エネルギーに対応する技術・材料の
動向

オーガナイザー:
藤田登（住鉱潤滑剤）, 後藤実（宇部高専）
平田敦（東工大）

セッション1（9:00～10:20)
司会:平田敦（東工大）, 後藤実（宇部高専）

[基調講演]
固体潤滑剤の研究動向：メカニズム解明と省エネル
ギー対応にむけた技術・材料
◆桃園聡(東工大)

フェノール樹脂の摩擦特性としゅう動面の状態変化
に関する基礎的研究
◆竹市嘉紀(豊橋技科大)，岩月健斗(豊橋技科大
(院))

漆にグラファイトを添加した摺動材料の摩擦・摩耗
特性に関する研究(ドライおよび水潤滑における評
価)
◆佐々木秀(東理大(院))，川田将平(関西大)，宮武
正明，佐々木信也，吉本成香(東理大)

ハロゲンフリーイオン液体を用いたカーボンオニオ
ンゲルの生成および潤滑剤としての可能性の評価
◆神林菜央(東工大(院))，桃園聡，青野祐子，平田
敦(東工大)

休憩（10:20～10:40)

セッション2（10:40～12:10)
司会:藤田登（住鉱潤滑剤）

粗視化分子シミュレーションによるポリマー表面の
摩擦の解析
◆端山昌樹(兵庫県立大(院))，樋口祐次(東大)，鷲
津仁志(兵庫県立大)

DLC中含有金属の制御による水素ガス環境下にお
ける低摩擦の発現
◆行則啓太，小池亮(トヨタ東日本)，深谷良介(トヨ
タ)，神田航希，足立幸志(東北大)

CFRPとの摩擦時におけるTa含有DLCコーティング
のトライボロジー特性
◆前田悠太(名大(院))，野老山貴行，梅原徳次，村
島基之，李義永(名大)

Au/DLCナノコンポジット膜の乾燥摩擦係数におよ
ぼすヘルツ接触圧力の影響
◆後藤実(宇部高専)

総合討論（12:00～12:10）

昼食・休憩
12:10～12:40 企業プレゼンテーション

12:50～13:50 企業展示 オンライントークルーム

休憩

シンポジウム
トライボロジーの分子シミュレーションとその周辺

オーガナイザー
鷲津仁志（兵庫県立大）, 田中健太郎（東京海洋
大）
梶田晴司（豊田中研）, 小野寺拓（ENEOS）

セッション1（9:20～10:20)
司会:鷲津仁志（兵庫県立大）

液体ー固体界面のミクロ構造と摩擦力のシミュレー
ション研究
◆仙田康浩(山口大)

油中の粘度調整剤ポリマーに関する分子動力学シ
ミュレーション
◆山本周平，神尾和教(三井化学)，石井良樹，鷲
津仁志(兵庫県立大)

極性化合物が形成する逆ミセルの挙動解析
◆秋山博俊(日本グリース)，鷲津仁志，石井良樹
(兵庫県立大)，前田十世(日本グリース)

休憩（10:20～10:40)

セッション2（10:40～11:40)
司会:梶田晴司（豊田中研）

機械学習に基づく革新的分子シミュレーション手法
の開発とトライボロジー課題への応用
◆小野寺拓，入口広紀，矢山由洋，渡邊卓
(ENEOS)，高本聡，品川幾(Preferred Networks)

炭化ケイ素のトライボフィルムの自己修復をもたら
すトライボケミカル反応の分子動力学シミュレーショ
ン解析
◆川浦正之(東北大(院))，大谷優介，尾澤伸樹，久
保百司(東北大)

ジルコニアと金属材料の摩擦における結晶面が及
ぼす影響
◆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)

B18

B19

B20

B21

B22

B23

A会場 C会場
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摩擦1
座長：柳澤憲史(長野高専)

境界潤滑4
座長：青木才子(東工大)

潤滑剤8
座長：小野寺康(EMGL)

D29 微細ディンプルを有するしゅう動面の油流れ
の可視化
◆森田将史(富山県立大(院))，宮島敏郎(富
山県立大)，梅津拓真，富山公博，井関利幸
(コマツ)

E26 潤滑油添加剤由来トライボ膜のナノ物性と
マクロな摩擦挙動との関係
◆渡邊聖，佐藤魁星(東理大(院))，渡部誠
也，佐々木信也(東理大)

F28 潤滑油添加剤がゴムと金属の摺動に及ぼ
す影響
◆小林兼士(出光興産)

9:00

D30 グリースによる樹脂-金属間摩擦の低減
◆隠田圭典，髙根孝仁，渡邊剛(出光興産)

E27 FT-IR測定を用いた境界潤滑特性およびゴ
ムと潤滑剤の親和性に関する研究
◆青柳彩子，許方満(NOK)，杉村丈一(九
大)

F29 脂肪酸添加油が形成する弾性流体潤滑膜
の構造と潤滑特性
◆加納源(一関高専)，佐々木真由(一関高
専(学))，滝渡幸治(一関高専)，星靖，七尾
英孝(岩手大)，二階堂満(一関高専)

9:20

D31 摩擦面画像を用いた深層学習によるDLC膜
の摩擦推定技術開発と摩擦係数決定因子
の推定
◆松田陽司(名大(院))，村島基之，梅原徳
次，野老山貴行，李義永(名大)

E28 ナノすき間でせん断される高分子添加潤滑
油粘度のずり速度依存性
◆伊藤伸太郎，青木亮介，福澤健二，東直
輝，張賀東(名大)

F30 フッ素系ポリマーナノ粒子を分散させたイオ
ン液体の潤滑特性　-ナノ粒子をイオン液体
中で合成した場合-
◆小林優馬(大同大(院))，杣谷啓(大同大)，
岡部貴雄(東理大)

9:40

E29 有機摩擦調整剤の表面吸着特性と摩擦摩
耗特性の相関に関する研究
◆LOW HONG LIAN(名大(院))，Seanghai
Hor，塚本眞幸，張賀東，福澤健二，伊藤伸
太郎，東直輝(名大)

10:00

10:20

摩擦2
座長：田所千治(埼玉大)

境界潤滑5
座長：是永敦(産総研)

潤滑剤9
座長：滝渡幸治(一関高専)

D32 大きなものはどうやって滑りだすか　-前駆
滑りと摩擦係数の挙動-
◆岩下航(阪大(院))，松川宏(青学大)，大槻
道夫(阪大)

E30 MoDTCの摩擦摩耗低減性能に影響を及ぼ
す因子の検討
◆中島輝(東工大(院))，青木才子(東工大)

F31 講演取り下げ 10:40

D33 自動車用ショックアブソーバ作動油中の
ZDDPが摩擦特性に与える影響
◆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)

E31 リン酸エステル由来トライボフィルムのモル
フォロジーに及ぼすカルシウム系添加剤の
影響
◆野間央(東工大(院))，青木才子(東工大)，
横溝真人(出光興産)

F32 潤滑油中フラーレン含有量がラジカルトラッ
プ特性に及ぼす影響
◆高崎大暉(福井大(学))，本田知己(福井
大)，八木渉(京大(院))

11:00

D34 二次元規則性凹凸面の摩擦特性に及ぼす
下地と試験片厚さの影響
◆熊代耕己，岡本峻一(九工大(院))，松田
健次(九工大)

E32 エンジン油の酸化劣化に伴うMoDTCおよび
ZnDTPの摩擦摩耗低減性能の評価
◆望月宏亮(東工大(院))，青木才子(東工
大)，奥田紗知子，佐川琢円(日産)

F33 摩擦界面の顕微FTIR-ATR法によるその場
観察イメージング
◆星靖，七尾英孝，森誠之(岩手大)

11:20

E33 しゅう動２面間の動的インピーダンス計測に
よる境界潤滑膜の状態予測に関する研究
◆日比野公亮(名工大(院))，前川覚，糸魚
川文広(名工大)

11:40

12:00
昼食・休憩

12:10～12:40 企業プレゼンテーション
12:50～13:50 企業展示 オンライントークルーム

トライボロジー会議2021 秋 松江

E会場 F会場

第3日　[10月29日（金）]　午前

D会場

休憩
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摩耗1
座長：内舘道正(岩手大)

C31 集電材料の摩擦熱による摩耗形態の分類
◆根本公紀，山下主税(鉄道総研)

14:00

C32 転がり滑り接触下の摩耗係数に関する研究
◆野田隆悟(名工大(院))，劉暁旭，前川覚，
糸魚川文広(名工大)

14:20

C33 電車線トロリ線の溶融体積推定手法
◆山下主税，根本公紀，小原拓也(鉄道総
研)

14:40

C34 高面圧しゅう動下におけるDLC膜の摩耗特
性に及ぼす破壊特性の影響
◆山田雄聖(名大(院))，梅原徳次，野老山貴
行，村島基之，李義永(名大)，高松玄，田中
祥和，内海慶春(ITF)

15:00

休憩

15:20

摩耗2
座長：長谷亜蘭(埼玉工大)

C35 鉄系鋳造材料の人工海水中における腐食
摩耗特性
◆小島悠人(岩手大(院))，内舘道正(岩手大)

15:40

C36 紫外線照射が樹脂の摩耗に及ぼす影響
◆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)

16:00

C37 転がり接触疲労き裂と摩耗に及ぼす車輪転
がり方向逆転の影響
髙橋優雅(TESS)，◆赤間誠(阪産大)

16:20

16:40

トライボロジー会議2021 秋 松江

12:50～13:50 企業展示 オンライントークルーム

C会場

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

シンポジウム
スペーストライボロジー
オーガナイザー:
佐々木彰（日本電気）, 松本康司（JAXA)

セッション1（14:00～15:40）
司会:佐々木彰（日本電気）

[基調講演]
宇宙用波動歯車装置のトライボロジーにお
ける現状と課題
◆清澤芳秀(ハーモニック・ドライブ・システム
ズ)

月面有人与圧ローバ用トランスミッションオイ
ルの開発
◆横山崇，剱持伸朗，松本康司，小原新吾
(JAXA)，佐野敏成，藤川雅人(トヨタ)，多田
亜喜良(ENEOS)，高橋直子(豊田中研)

有人与圧ローバ用高荷重ころ軸受の開発に
向けた転がり／すべり摩擦試験評価
◆松本康司，剱持伸朗(JAXA)，竹中秀裕(ト
ヨタ)，山川和芳，竹田真樹(ジェイテクト)，相
馬実波(協同油脂)

宇宙探査におけるサンプルリターン用固体
被膜潤滑剤の開発
◆川邑正広(川邑研究所)，松本康司(JAXA)

休憩（15:40～15:50）

セッション2（15:50～16:50）
松本康司（JAXA)

極低温ターボポンプ軸受の摺動特性
◆角銅洋実，高田仁志(JAXA)，平山朋子(京
大)

極低温流体対応メカニカルシール技術の最
新動向
◆木村航，井村忠継，徳永雄一郎，笠原英
俊(イーグル工業)，荒谷仁，高田仁志
(JAXA)

極低温流体向け動圧浮上型メカニカルシー
ル技術の適用事例
◆井村忠継，木村航，徳永雄一郎，笠原英
俊(イーグル工業)，荒谷仁，高田仁志
(JAXA)

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

シンポジウム
トライボロジーの分子シミュレーション
とその周辺

セッション3（14:00～15:20)
司会:田中健太郎（東京海洋大）

分子シミュレーションを用いた銅表面の化学
機械研磨に対する添加剤効果の検証
◆高橋ひと美(日立)，野村理行(昭和電工マ
テリアルズ)

湿度がDLCコーティング/鉄の摩擦・摩耗に
与える影響:反応分子動力学シミュレーション
解析
◆横井瑞穂，川浦正之(東北大(院))，大谷優
介，尾澤伸樹，久保百司(東北大)

hcp結晶の分子動力学解析を用いたc面サ
ファイアのアブレシブ摩耗特性の考察
◆清水淳(茨城大)，林旺票，矢野直彦(茨城
大(院))，周立波，小貫哲平，尾嶌裕隆，金子
和暉，山本武幸(茨城大)

粒子法を用いた大規模計算によるメソス
ケール境界潤滑摩擦へのアプローチについ
て
◆杉村奈都子，Le Van Sang(兵庫県立大)，
三原雄司(都市大)，鷲津仁志(兵庫県立大)

休憩（15:20～15:40)

セッション4（15:40～16:40)
司会:小野寺拓（ENEOS）

粒子法を用いた流体潤滑の数値計算 -適用
例と課題-
◆田中健太郎(海洋大)

粒子法を用いたソフトEHL現象への数値解
析手法の開発
◆山田大輔，二宮哲郎(東大(院))，柴田和也
(東大)，小原新吾，根岸秀世(JAXA)

粒子法による転がり円筒の流体潤滑解析
◆根岸秀世(JAXA)，髙橋秀尚(都立大)，近
藤雅裕(産総研)，小原新吾(JAXA)，黒瀬良
一(京大)

A会場 B会場

第3日　[10月29日（金）]　午後
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摩擦3
座長：齋藤庸賀(都産技研)

摩擦材料1
座長：竹市嘉紀(豊橋技科大)

バイオトライボロジー1
座長：山口哲生(東大)

D35 ゴムブロックの端面角部の形状が潤滑下の
摩擦に及ぼす影響に関する研究
◆石﨏新太(東北大(院))，山口健，堀切川
一男(東北大)

E34 摩擦・摩耗特性に及ぼすプラスチック材料の
しゅう動部材組合せの影響
◆船木峻介，遠藤友唯(椿本チエイン)

F34 オレイン酸ナトリウムとセタノールがキュー
ティクル表面の摩擦特性に及ぼす影響
◆中嶋昇吾，佐藤魁星(東理大(院))，渡部
誠也，佐々木信也(東理大)

14:00

D36 氷-シリコーン樹脂界面の摩擦減少におよ
ぼす振動の影響
◆柳澤憲史(長野高専)

E35 摩擦材の摩擦・摩耗挙動に及ぼす金属粉の
粒径効果
◆鈴木翔太(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)

F35 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
（第2報）
◆鎗光清道(都立大)，村上輝夫(九大)，鈴
木淳史(横国大)

14:20

D37 酸化グラフェン凝集体の低摩擦潤滑油添加
剤への適応２　-分散条件による潤滑状態
への影響-
◆桝見浩平(兵庫県立大(院))，中山美聖(兵
庫県立大(学))，木之下博，松本直浩(兵庫
県立大)，

E36 ポリアミド66と鋼の摩擦・摩耗特性に及ぼす
グリース成分の影響
◆久本拓海(東理大(院))，中瀬拓也(KYB)，
渡部誠也，佐々木信也(東理大)

F36 指のすべり摩擦特性と触知覚に及ぼす皮膚
のうるおい状態の影響
◆辻晴彦(東工大(院))，青木才子(東工大)

14:40

D38 硬質粒子を含有したゴムフィルムの摩擦係
数制御に関する研究
◆吉田出海(名工大(学))，劉暁旭，前川覚，
糸魚川文広(名工大)

15:00

15:20

摩擦4
座長：山口健(ブリヂストン)

摩擦材料2
座長：木之下博(兵庫県立大)

バイオトライボロジー2
座長：鎗光清道(都立大)

D39 水潤滑下におけるエラストマーの静摩擦と
水膜厚さの待機時間依存性
◆笠原大暉(埼玉大(院))，田所千治，長嶺
拓夫(埼玉大)

E37 100%セルロースナノファイバー（CNF）成形
体のトライボロジー特性に関する研究 -試
験温度がCNF/軸受鋼接触における摩擦・
摩耗特性に及ぼす影響-
中江亮太(京工大(学))，◆大久保光，射場
大輔，山田和志，森脇一郎(京工大)，佐々
木信也(東理大)

F37 血漿タンパク質溶液中低摩擦発現界面創成
における血漿タンパク質の相互作用
◆中村圭吾(東北大(院))，神田航希，足立
幸志(東北大)

15:40

D40 ダイアフラム構造を用いた非接触変形表面
による能動的摩擦制御システムの開発
◆村瀬良(名大(院))，村島基之，梅原徳次，
野老山貴行，李義永(名大)

E38 低粘度油潤滑下でのAl-Sn-Si合金の摩耗
形態遷移過程
◆鈴木康平(福井大(院))，本田知己(福井
大)

F38 ハイドロゲルの摩擦における形状効果と固
液二相性潤滑理論の解析解
◆山口哲生(東大)

16:00

D41 水素雰囲気におけるゴムの低摩擦発現条
件の探索
◆山本拓冬(九大(院))，高石秀之，高橋良
(高石工業)，田中宏昌，黒野好恵，杉村丈
一(九大)

E39 酸化グラフェンシートの摩擦挙動の分子動
力学解析
◆岡部侑弥(兵庫県立大(院))，石井良樹，
鷲津仁志(兵庫県立大)

F39 目薬成分がコンタクトレンズの水和層厚さと
摩擦特性に及ぼす影響
◆中島綾花，佐藤魁星(東理大(院))，渡部
誠也，佐々木信也(東理大)

16:20

トライボロジー会議2021 秋 松江

第3日　[10月29日（金）]　午後

休憩

E会場 F会場D会場

12:50～13:50 企業展示 オンライントークルーム
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シンポジウム 

 

会  場 

下記ポータルの「講演会場（参加登録者限定）」へのリンクから，ご希望のシンポジウムセッ

ションにご入室ください．「講演会場」へアクセスするためのユーザ名およびパスワードは，事

務局より別途メールにて参加登録者にご案内いたします． 

 

ポータル： 
https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

 

分類番号 S1 「トライボケミストリーの最前線」 
 

開催日時 2021 年 10 月 27 日（水） 13:00～17:00 A 会場 

 

オーガナイザー 

中山 景次：メゾテクノロジー研究所 

甲嶋 宏明：出光興産株式会社 

平山 朋子：京都大学 

塩田 忠 ：岡山大学 

納山 慧之：協同油脂株式会社 

 

 多くの難解なトライボロジー問題にはトライボケミストリーが深く関与していると考えられる．

それゆえ，トライボロジーの新しい技術開発を行うためには，トライボケミストリーの観点から，

この難解な問題にアプローチすることが極めて重要であると言える．しかしながら，この難解な

問題には，様々な因子が複雑に絡みあっているため，その解析は容易ではない．近年，摩擦潤滑

界面のダイナミックな物理的化学的現象に関し，多岐にわたるその場新計測技術が急速に開発さ

れ，多くの注目すべき新たな知見が獲得されている．そこで，本シンポジウムにおいては，トラ

イボケミストリー究明に不可欠なダイナミック界面膜構成などの物理・化学的現象の最新 in situ

計測技術を始めとし，トライボケミカル反応源，トライボケミカル反応機構，摩擦緩和剤や摩耗

防止剤のトライボケミカル作用機構，機械要素のトライボケミカル寿命，切削・圧延・焼き付き

などの新生面発生におけるトライボケミカル反応機構等，様々なトライボケミストリーについて

の最前線の知見を発表して頂き，討論を通じて，この分野の学問を深め，新たな技術開発に貢献

したいと思う． 

 

 

分類番号 S2 「固体潤滑：省エネルギーに対応する技術・材料の動向」 
 

開催日時 2021 年 10 月 29 日（金） 9:00～12:10 A 会場 

 

オーガナイザー 

藤田 登：住鉱潤滑剤株式会社 

後藤 実：宇部工業高等専門学校 

平田 敦：東京工業大学 

 

 固体潤滑は，特殊環境や過酷摩擦条件で適用される特別な技術から，さまざまな産業分野で広

く適用される技術へと発展している．現在も，新しい固体潤滑材料やその適用方法が産官学を問

わず研究・開発され，それら潤滑メカニズムが議論されている．その目的はいうまでもなく対象
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とされる機械要素の摩擦・摩耗の低減であり，ひいては部品寿命の延長であり，そして電力など

の使用エネルギーの低減である．2020 年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル」が宣言さ

れてグリーン成長戦略が掲げられたことを機に，CO2 の事実上排出ゼロを目指して，省エネルギ

ー技術や省エネルギーをもたらす材料の研究開発がますます加速すると予想される．このシンポ

ジウムでは，固体潤滑の技術および材料について，最新の研究開発事例を紹介し，将来の省エネ

ルギーに固体潤滑の分野がどのように貢献できるかを考えていきたい． 

 

 

分類番号 S3 「スペーストライボロジー」 
 

開催日時 2021 年 10 月 29 日（金） 14:00～16:50 A 会場 

 

オーガナイザー 

佐々木 彰：日本電気株式会社 

松本 康司：宇宙航空研究開発機構 

 

地球を周回する人工衛星や宇宙ステーション，月や小惑星，他の惑星や衛星を目指す探査機で

使用される駆動機器は，宇宙という特殊な環境に耐え，確実かつ安定した駆動が要求される．本

シンポジウムでは，スペーストライボロジーに関する最近の技術動向の紹介，トピックス，研究

成果の発表を行うとともに，今後の課題・展望等について討論する． 

 

 

分類番号 S4 「複合化による高分子材料の改質」 
 

開催日時 2021 年 10 月 27 日（水） 9:00～12:00 A 会場 

 

オーガナイザー 

西谷 要介：工学院大学 

杉山 憲一：株式会社荏原製作所 

櫻井 敬之：NOK 株式会社 

 

 高分子材料は，軽量で，比強度が高く，かつ自己潤滑性を有するため，比較的軽負荷条件で使

用されるトライボマテリアルとして多用されている．高分子材料のトライボロジー特性を改質す

る手法は様々な方法があるが，工業的にも簡便かつ安価で，しかも大幅な改質効果も得られやす

いこともあり，繊維，フィラーおよび固体潤滑剤などとの複合化による手法が多く採用され，現

在でも材料開発手法の主流となっている．本シンポジウムでは，複合化による高分子材料の改質

に関する基礎的内容から最新の研究成果や技術動向に関する講演を通して，高分子材料のトライ

ボロジーに対する理解を深める場を提供する． 

 

 

分類番号 S5 「シールにおけるトライボロジー技術」 
 

開催日時 2021 年 10 月 28 日（木） 9:20～12:00 A 会場 

 

オーガナイザー 

落合 成行 ：東海大学 

田畠 一二三：株式会社 IHI 

川村 良一 ：株式会社タンケンシールセーコウ 

水田 裕賢 ：NOK株式会社 
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 流体の漏えいを防止し，異物の侵入を遮断するシールは，その密封機能によって機械の安定し

た稼働を支えるだけではなく，環境保護と省エネルギーにも直接関係する重要な機械要素であり，

様々な産業分野で使用されている．シールの技術課題には，接触・摩擦・摩耗といったトライボ

ロジーの基本的な課題が多く含まれている．動的シールでは，密封と潤滑という一見相反する作

用を両立させる必要があり，シール特有の難しさがある．また静的シールにおいても，着脱時の

しゅう動や，温度・圧力の変化による微視的なしゅう動など，トライボロジーが関わる技術課題

がある．本シンポジウムでは，動的・静的シール，あるいは接触式・非接触式など，あらゆるシ

ールに関するトライボロジー技術の検討内容や技術課題を発表いただき，参加者との活発な議論

を通じて，シール技術のさらなる発展に貢献することを目的とする．最新の研究成果に限らず，

これまでの発表内容の整理や，シールに関わる最近の話題や問題提起など，広く発表を募集する． 

 

 

分類番号 S6 「トライボロジーの分子シミュレーションとその周辺」 
 

開催日時 2021 年 10 月 29 日（金） 9:20～11:40，14:00～16:40  B 会場 

 

オーガナイザー 

鷲津 仁志 ：兵庫県立大学 

田中 健太郎：東京海洋大学 

梶田 晴司 ：株式会社豊田中央研究所 

小野寺 拓 ：ENEOS株式会社 

 

 分子シミュレーションは，固体材料，表面処理，基油，添加剤といったあらゆるトライボ現象

を扱うことが可能である稀有の技術である．近年は，分析ツールの一つとして，幅広いユーザー

を獲得しつつある．本シンポジウムでは，分子シミュレーションだけでなく，マルチスケール的

な取り組みや，粒子に基づくマイクロスケール以上のシミュレーション，また関連する実験解析

なども幅広く募集する．また，機械学習をはじめとする情報科学的なアプローチなども，本テー

マと接点があれば歓迎する． 

 

 

分類番号 S7 「トライボロジー教育を中心とした教育のオンライン化について考える」 
 

開催日時 2021 年 10 月 27 日（水） 9:00～12:00 B 会場 

 

オーガナイザー 

齋藤 吉之：株式会社 IHI 検査計測 

田川 一生：ENEOS 株式会社 

松山 博樹：株式会社ジェイテクト 

 

 新型コロナの蔓延により，対面型イベントの開催が難しくなり，オンラインイベントが数多く

開催されるようになってきている．オンラインイベントでは，これまでの対面型イベントにない

メリットを得られることがある反面，デメリットも生じるため，これまでのイベントとは異なる

構成・運用が必要となることが多い．本シンポジウムでは、トライボロジー的要素を取り込んだ

小中学生向け体験型教育イベントのオンライン体験，経済産業省主導で進められているオンライ

ン教育ビデオライブラリ STEAM Library の紹介および生徒への魅力的な見せ方のポイントの解

説などを通じ，オンラインイベントでの教育のありかた，魅力的なオンライン教材の制作等につ

いて意見交換を行う． 
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分類番号 S8 「ヤングトライボロジスト シンポジウム 

 ～奨励賞受賞者の研究や若手研究者の研究環境～」 
 

開催日時 2021 年 10 月 27 日（水） 14:00～16:35 B 会場 

 

オーガナイザー 

中谷 幾子 ：出光興産株式会社 

奥田 紗知子：日産自動車株式会社 

大津 健史 ：大分大学 

 

 トライボロジー学会の次世代を担うヤングトライボロジスト達が大学・企業を超えて横のつな

がりを強くするため本シンポジウムを開催する．講演者として，奨励賞受賞者講演，企業研究の

実状，国内外留学研究紹介および若手教員の研究など，企業・大学を問わずヤングトライボロジ

ストの目標とする多岐にわたる研究者像について講演をいただき，最後にパネルディスカッショ

ンを実施し，パネリストと参加者間での意見交換を行う． 
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特別講演会 

 

開催日時  2021年10月28日（木） 15:00～17:00 

会  場  Zoomによるオンライン開催（YouTubeでもライブ配信いたします） 

            下記ポータルの「特別講演会（一般公開）」へのリンクからご入室ください．特別講演会は，

参加登録されていない一般の方もご聴講いただけます． 

 

ポータル： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

 

司  会  トライボロジー会議2021秋 松江 実行委員 

    兵庫県立大学 鷲津 仁志 氏 

 

 

テ ー マ① 小泉八雲がみた、「神々の国」出雲 

講演 島根県立大学名誉教授・小泉八雲記念館館長 

 小泉 凡 先生 

[講演要旨] 

ギリシャ系アイルランド人作家ラフカディオ・ハーン（小泉八雲/1850-1904）は，1890

年8月から1年3か月を英語教師として松江に過ごし，その魅力を後にベストセラーとなる代

表作『知られぬ日本の面影』にみずみずしく描写します．先駆的なサウンドスケープのまなざし

で，町の音に耳傾け，宍道湖の風景に「陰」と「移ろい」を見出し，出雲大社訪問では神道の神

髄を体感します．出雲の地における日本文化の体験的理解が，ひいては八雲を愛読したひとりの

アメリカ人将校を介して，戦後日本の方向性にも影響を与えることになります．小泉八雲の異文

化に対するオープン・マインドなまなざしは，現代の SDGs とも響き合う価値観を孕んでいま

す． 

 

 

テ ー マ② 妙なる響き ～中欧の打弦楽器ツィンバロン～ 

講演 ツィンバロン奏者 

 斉藤 浩 先生 

[講演要旨] 

弦をたたいて音を出す楽器のことを総称して「打弦楽器」と呼びます．日本ではあまり馴染み

のない楽器ですが，世界中に大小様々な打弦楽器が存在します．その中で最も大型のものが中欧

の「ツィンバロン cimbalom」．演奏を通して，楽器の構造，バチの種類などご紹介するととも

に，コロナ禍での音楽の在り方や今後の可能性についてもお話します．まずは，ツィンバロンの

音色，響きに触れ，その不思議な魅力を感じていただきたいと思います． 
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オンライン交歓会 

 
二部制でのオンライン交歓会を開催致いたします．第一部ではメインルームにて，会長のご挨

拶や今後のイベント開催のご紹介等を予定しております．第二部では Zoom のブレイクアウトル

ーム機能を使用した歓談の場を用意しております．お好きなブレイクアウトルームに適宜ご入室

いただき，自由に歓談をお楽しみください． 

 

 開催日時 2021 年 10 月 28 日（木）17:15～19:30 

 会  場 Zoom によるオンライン開催 

下記ポータルの「オンライン交歓会（参加登録者限定）」へのリンクからご入室くだ

さい．「オンライン交歓会」へアクセスするためのユーザ名およびパスワードは，事

務局より別途メールにて参加登録者にご案内いたします． 

 

ポータル： 
https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

 

■第一部プログラム 17:15～18:00 
1. 開会の挨拶  

2. 会長ご挨拶  

3. トライボロジー会議 2022 春 東京の紹介 

4. トライボロジー会議 2022 秋 福井の紹介 

5. ITC Fukuoka 2023 の紹介 

6. 松江市の紹介 
 

■第二部プログラム 18:00～19:30 
18:00 各ブレイクアウトルームでの歓談（1 回目）  

18:45 各ブレイクアウトルームでの歓談（2 回目） 

19:25 閉会の挨拶 
 

ブレイクアウトルーム一覧（予定）  

ルーム１：シンポジウム（ヤングトライボロジスト）の部屋  

ルーム２：シンポジウム（シールにおけるトライボロジー）の部屋 

ルーム３：トライボケミストリーについて語りませんか 

ルーム４：流れと膜を生み出す潤滑の部屋 

ルーム５：表面は任せろ！コーティングの部屋 

ルーム６：どこまで分かることを欲するか！分析技術の部屋  

ルーム７：お酒を飲みながら話そう 

ルーム８：企業研究者の部屋  

ルーム９：トライボロジスト編集の昔，いま，これから 

ルーム１０：実行委員同窓会 

ルーム１１～１５：フリールーム 

 

＊Zoom 会議室に入室後，参加者の表示名を「所属_姓 名」に変更してください． 

＊途中参加および途中退室も可能です．お気軽にご参加ください． 

＊第二部では歓談中でも自由にルームを移動していただけます．ルームの入室状況もご確認いた

だけますので，お好きなルームをお選びください． 

＊フリートークルームを複数設けております．空いている部屋をご自由にお使いください． 
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企業展示・製品展示 

 

本会議では，トライボロジーに関連する各社の技術動向，サービス，製品紹介の場として，オン

ラインでの企業展示・製品展示コーナーを設けております．以下のホームページにおいて，各社の

オンデマンド動画，および資料の展示を行っております．是非，ご覧いただきますよう，よろしく

お願いいたします． 

なお，出展内容へのお問い合わせは，各社の担当者へご連絡ください． 

 

開催日時 2021 年 10 月 27 日（水）～29 日（金） 

企業展示・製品展示コーナー 

下記ポータルの「企業技術・製品展示」へのリンクからご入室ください．参加登録されていない一

般の方も，ご入室いただけます． 

 

ポータル： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

 

出展社一覧（五十音順・敬称略）その１ 

No. 会社名（正式名） 事業サービス紹介（上段）／展示内容（下段） 

1 ㈱アントンパール・ジャパン 
オーストリアの分析・測定装置メーカーの日本法人 

－ 

2 出光興産㈱ 
石油・石油化学製品及び潤滑油製品の製造と販売 

会社及び製品の紹介 

3 ㈱ENEOS 
石油元売り 

中央技術研究所パンフレット 

4 NOK㈱ 

シール製品・工業用機能部品・油圧機器・プラント機器・原子力機器・合成化学製品・エレ

クトロニクス製品・その他の製造・仕入・輸入・販売並びに機械器具設置工事等上記に付帯

する業務 

最新の製品・技術を動画で紹介いたします． 

5 NTN㈱ 
軸受・ドライブシャフト・精密機器商品等の製造及び販売 

商品パネル，会社案内等 

6 ㈱エリオニクス 

電子・イオン等の粒子線，および光・X 線等の電磁波に関する技術を応用した各種機器・シ

ステムの研究・開発・設計・製造・販売・技術提供・輸出入・保守サービス等 

カタログ PDF展示・HPリンク 

7 協同油脂㈱ 

各種グリース，切削油，研削油，圧延油，塑性加工油，洗浄剤，防錆油，鍛造油，機械潤滑

油剤，ギヤコンパウンドなどの製造および販売 

会社案内カタログ・グリース総合カタログ・鉄鋼設備用グリースカタログ・TECHNICAL 

BULLETIN 
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出展社一覧（五十音順・敬称略）その２ 

8 ㈱ジェイテクト 

ステアリングシステム，軸受，駆動部品，工作機械，電子制御機器などの製造・販売 

会社案内動画 

9 島貿易㈱ 

創業 110 年を超える工業原材料の専門商社．化粧品から電子部品まで様々な分野で専門性

の高い商品を供給し，国内・海外のネットワークを活かして，グローバルなニーズに対応し

ています． 

英国 PCS Instruments 社製トライボロジー試験機のご紹介 

10 ㈱潤滑通信社 

自動車用潤滑油や添加剤などのマーケット動向，メンテナンスの現場での適用事例やハウツ

ーを月刊誌をはじめ，各種書籍，ＷＥＢ，セミナー，展示会を通じて情報発信をしています． 

潤滑経済，潤滑剤銘柄便覧，基礎から学ぶ潤滑管理，技術者のためのトライボロジー，機械

設備の状態監視と診断（トライボロジー）テキストなどの書籍や単行本，「ジュンツウネット

21」など 

11 ㈱新樹社 

「月刊トライボロジー」「トライボロジー総覧」「ベアリング新聞」などトライボロジー関連

書籍の企画・編集・発行 

「月刊トライボロジー」2021 年 10 月号から「自動車特集」と「工作機械特集」，シール

関連技術記事「シール技術トピックス」などの掲載記事を展示いたします． 

12 新東科学㈱ 

摩擦摩耗試験機 トライボギア，ポータブル摩擦計 ミューズ，触感計，実験室用撹拌機 スリ

ーワンモータの製造販売 

摩擦摩耗試験機トライボギア，ポータブル摩擦計ミューズ，触感計の web 展示 

13 新日本理化㈱ 
界面活性剤，高級アルコール，脂肪酸，可塑剤，樹脂原料，機能化学品の製造および販売 

100%植物由来のエステル系潤滑油基油の紹介 

14 大豊工業㈱ 
軸受製品，アルミダイカスト製品，システム製品などの製造および販売 

会社概要，製品紹介など 

15 デュポン㈱ 

プロバイオティクスから防護具，清潔な水の供給から更なる電子機器のスマート化，高速化

に至るまで，デュポンはサイエンスとイノベーションを駆使し，人々が日常生活で使用する

さまざまなものを形にしています． 

航空機，建設車両，自動車，一般産業で軸受やシールとして広く使われているべスペル(r)製

品の紹介．今後，自動車用の潤滑油の低粘度化の対策としても注目されています， 

16 ㈱東陽テクニカ 

東陽テクニカでは最新の材料評価を日本国内のお客様にご使用いただくことで科学技術の発

展に寄与します． 

薄膜の硬さや弾性率を測定できる最新のナノインデンターを展示します． 

17 ㈱トリニティーラボ 

摩擦・摩耗・荷重測定機器，触覚評価機器，撹拌測定機器の製造販売を行っております．弊

社では特注品や一品物の製作を得意とし，ご購入時のご相談やデモンストレーションを承っ

ております．お気軽にお問合せ下さい． 

【多機能型 静動摩擦測定機 TL201Tt】機器はユニットで構成され様々なサンプル測定が

可能．【プローブ型 摩擦測定機 TL701】プローブ内に 2分力センサと加速度センサにより

補正機能を搭載 
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出展社一覧（五十音順・敬称略）その３ 

18 
㈱ナノフィルムテクノロジーズ

ジャパン 

弊社は独自の FCVA 成膜方式によるドロップレットの少ない ta-C 膜（水素フリーDLC膜）

をベースとして，FCVA 成膜装置販売及び，コーティングサービスを行っております． 

高硬度 (35～80GPa)で摩擦係数も低く，独自のフィルタリング技術でパーティクルレスな

水素フリーta-C 膜．セラミックやプラスチック．ゴム材への成膜も可能 

19 日本カニゼン㈱ 

各種無電解めっき加工，各種無電解めっき液の製造・販売，無電解めっきプラントの設計・

販売 

無電解ニッケル機能めっき 

20 日本精工㈱ 

軸受をはじめとした各種機械要素部品の製造 

日本精工(ＮＳＫ)は，軸受の開発・製造を 1916 年に日本で初めて成功させました，以降，

100 年にわたって産業の発展と環境の保全に貢献しています，今回は NSK の最新の技術に

ついて，紹介動画を掲載します． 

21 パーカー熱処理工業㈱ 

当社は，「ものづくりの現場」を熱処理技術で支える「金属熱処理総合企業」です．Optimol 

Instruments社の日本総代理店として「摩擦摩耗試験機 SRV，二円筒試験機」を販売して

おります． 

SRV はトライボ試験のデファクトスタンダード機です．その適用分野は多岐に渡り，潤滑剤

/添加剤/基材/硬質薄膜のトライボ性能評価は勿論，実際の部品を固定/保持し使用される実

環境を模擬した試験が可能です． 

22 ㈱ハック・ウルトラ 

Hach Company の日本法人として，超純水から排水・プロセス水までの多岐にわたる水質

管理に用いられる水質分析装置を販売・サービスしております． 

液体色度計 LICO620 は，液状製品の品質・劣化を定量的に色で管理するための比色計です．

様々な色規格が可能．少量サンプル，自動製薬向けのデータインテグリティタイプもありま

す。 

23 ブルカージャパン㈱ 

多機能トライボロジー評価装置，ナノインデンター，AFM（原子間力顕微鏡），三次元白色

干渉型顕微鏡等の販売と国内アフターサービス 

多機能摩擦摩耗試験機（トライボロジー評価機）UMT TriboLab とナノインデンター 

Hysitron TI シリーズのご紹介 

24 プロメテック・ソフトウェア㈱ 

東京大学越塚誠一教授考案の「粒子法」に基づく革新的 CAE ソフトウェアの開発・販売・

技術サービスをはじめ，HPC・GPGPU 技術および可視化・CG 技術を結集し，高付加価値

なものづくりを目指します． 

液体挙動を評価する粒子法流体解析ソフトウェア Particleworks，DEM 粉体解析ソフトウ

ェアGranuleworks，そして可視化や HPCサービスに各種事例を交えた動画や資料でご紹

介します． 

25 ㈱メカニカル・テック社 

ベアリング・モーション技術の情報誌『bmt』，表面改質および計測評価技術の情報誌『メカ

ニカル・サーフェス・テック』，”やわらかい物質”と計測・評価の技術情報誌『月刊ソフト

マター』の発行 

上記『bmt』誌，『メカニカル・サーフェス・テック』誌，『月刊ソフトマター』誌の PDF

資料掲載 
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出展社一覧（五十音順・敬称略）その４ 

26 ＭＥＳＹＳ ＪＡＰＡＮ 

転がり軸受設計計算ソフトウエアの販売，サポート 

転がり軸受設計計算ソフトウエア，シャフト・ギヤボックス設計計算ソフトウエア，ボール

ねじ設計計算ソフトウエア 

27 ㈱山産 

試験機グループは，自動車，化学，鉄鋼，食品，医療の各業界に最新の技術情報と共に最適

な研究開発設備を提案しお客様の事業展開を支援しております．又，設備販売のみならず受

託業務も行っております． 

試験機，分析機器 

28 ㈱レスカ 

理化学機器及び試験機の製造販売 

超薄膜スクラッチ試験機（CSR5100） 
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企業プレゼンテーション 

 
企業プレゼンテーションを以下のスケジュールで実施します．各企業から最新技術が紹介される

予定です． 

 
会   場 Zoom によるオンライン開催 

下記ポータルの「講演会場（参加登録者限定）」へのリンクからご入室ください．入

室後，講演スケジュール表内のリンクをクリックしていただくと Zoom 会議室が立

ち上がり，企業プレゼンテーション会場への入室が可能となります．「講演会場」へ

アクセスするためのユーザ名およびパスワードは，事務局より別途メールにて参加登

録者にご案内いたします． 

 

ポータル： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

開催日時 

日時 企業名 

10/27（水） 12：10～12：20 ㈱アントンパール・ジャパン 

12：20～12：30 プロメテック・ソフトウェア㈱ 

12：30～12：40 ㈱ナノフィルムテクノロジーズジャパン 

10/28（木） 12：10～12：20 デュポン㈱ 

12：20～12：30 ブルカージャパン㈱ 

12：30～12：40 島貿易㈱ 

12：40～12：50 ＭＥＳＹＳ ＪＡＰＡＮ 

12：50～13：00 ＥＮＥＯＳ㈱ 

10/29（金） 12：10～12：20 ㈱ハック・ウルトラ 

12：20～12：30 出光興産㈱ 

12：30～12：40 日本カニゼン㈱ 
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オンライントークルーム 

 

 出展企業との懇談を目的としたオンライントークルームを以下の日時で実施します．Zoom

上に各企業の「トークルーム」が設置され，トライボロジー会議の参加者はそれぞれの「トークル

ーム」に自由に出入りできます．各企業の担当者と会話またはチャットで情報交換できるほか，個

別トークルームも用意されていますので，商談にもご活用いただけます． 

 

会   場 Zoom によるオンライン開催 

下記ポータルの「講演会場（参加登録者限定）」へのリンクからご入室ください．入

室後，講演スケジュール表内のリンクをクリックしていただくと Zoom 会議室が立

ち上がり，企業プレゼンテーション会場への入室が可能となります．「講演会場」へ

アクセスするためのユーザ名およびパスワードは，事務局より別途メールにて参加登

録者にご案内いたします． 

 

ポータル： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/portal.html 

 

開催日時 

日程 時間 

10/27（水） 12：50～13：50 

10/29（金） 12：50～13：50 
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総合受付（コンシェルジュルーム）のご案内 

 

会期中，総合受付（コンシェルジュルーム）を設置しております．本会議に関する各種

情報にアクセスすることができる他，Zoom のチャット機能にて実行委員に直接質問する

ことができます．また，大会専用メールアドレスおよび携帯電話へお問い合わせいただく

こともできます． 

 

コンシェルジュルーム： 

https://www.tribology.jp/conference/tribology_conference/21matsue/portal/concierge.html 

 

大会専用アドレス： 2021matsue@tribology.jp 

大会専用携帯番号： 070-3246-6515 

 

※対応期間は，10 月 27，28 日 8:30～18:00，10 月 29 日 8:30～17:00 となります． 
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プ ロ グ ラ ム
ページを表示

トライボロジー会議2021 秋 松江オンライン開催の概要

■パソコンやタブレット等の情報通信機器

次項に示す「Zoom」がサポートしている機材をご準備ください。現在、Windows・Mac・スマートフォン・タブレット等様々な情

報通信機器に対応しています。対応機器については[Zoom 環境]といったキーワードで簡単に検索可能です。

■Zoomクライアント（Web会議ソフトウェア，アプリ）

本会議ではWeb会議システム「Zoom」を使用いたします。ご準備いただいた情報通信機器に「Zoom」をインストールくださ

い。本会議のご聴講・ご発表には有償版の購入およびサインアップは必要ありません。また、「Zoom」は頻繁にアップデートを

行っており、最新版のインストールを推奨いたします。（’21.10.8時点でVer.5.8.0以降推奨）

■ネット環境・接続の確認

企業・大学等組織内の通信ネットワークはセキュリティ上、通信に制限が設けられている場合があります。会議数日前に本番

環境を模した接続テストを行う予定ですので、通信の可否や音声の確認等にご活用ください。特に発表者・座長の方は会

議当日十分安定した回線で参加できるように準備をお願いします。

■カメラ・マイク

会議聴講のみであればカメラ・マイクは不要です。ご発表、および質疑応答等での発言時はカメラ・マイクをご使用ください。通

常開催と同様の臨場感を得るために、参加者のみなさまにはカメラOnをお願いいたします（ただし通信が不安定な場合には

カメラOffをお願いすることがあります）。カメラOnにすると背景が気になる方は仮想背景機能も利用可能です。

トライボロジー会議2021 秋 松江はWeb会議システム「Zoom」を用い、オンライン形式で開催いたします。
以下に会議参加方法の概略をご説明いたします。

【会議当日の操作】
会議開催の直前に各セッションのリンクを記載したペー

ジをポータルの講演会場（参加者限定）に公開いたしま
す。ログインID、パスワードはメールでお知らせいたします。
プログラム表からセッションに対応した「ミーティングURL」を
クリックいただくとZoomが立ち上がります。
また，ポータルサイトから特別講演会ほか、企業プレゼ
ンテーション・展示、オンライン交歓会，その他各種情報
等へもアクセスできます。

クリック

聴講者の方へ：P.30 発表者の方へ：P.31 座長の方へ：P.32

ログインID(ユーザ名)およびパスワードを入力

発表者・座長の方もご一読ください。

入室後にマイクOffをご確認ください。
遠隔会議で最も問題となるのがエコー・ノイズな

どの音響問題です。ご協力をお願いします。

既定の名前表記をお願いしております。

通信が安定している限りカメラOnして

頂けますと、より対面開催に近い臨場

感になりますのでご協力ください。
回線状況によってはカメラOffをお願いすることも

ございます。臨機応変にご対応をお願いします。

質問は、Zoomの挙手機能で受け付

け、座長からの指名によってカメラOn・

マイクOnで行ってください。

オンライン故、状況が把握し辛いです

が、円滑な会議運営にご協力ください。

セッション開始15分前をめどにご入室

頂けますと準備がスムーズに行えます。

① オペレータに来室申告をお願いしま

す（発表可能な設定にします）。

② 発表は画面共有にて行います。座

長の合図により始めてください。

• 画面共有は発表者ご自身の画面

（プレゼンテーションソフト）を参加

者に提示するものです。

• 発表後に質問を受けます。講演時

間内に収まるよう座長との連携をお

願いします。

• 講演時間表示を行います。

• セッション後に小会議室（ブレイク

アウトルーム）を用意しますのでお

時間があれば交流にお使いください。

【会議当日までに必要な事前準備】

セッション開始15分前をめどにご入室

をお願いします。通常の対面開催と同

じく円滑な運営にご協力ください。

① オペレータに来室申告をお願いしま

す（リモートで各種操作が可能な

設定にします）。

② 全体・発表・質問等の開始・終了

アナウンスをお願いします。

• セッション全体の進行役として、講

演時間表示も参考に円滑な進行

をお願いします。トラブルも予想され

ますが、遅延なきようお願いします。

• 質問時間において、開始・終了の

合図や、質問者の指名、議論を円

滑に進めるためのコメントなど必要

に応じてお願いします。
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[Alt+H(windows)]
[Command(⌘)
+Shift+H(mac)]

[Alt+Y(windows)]
[Option+Y(mac)]

[Alt+U(windows)]
[Command(⌘)
+U(mac)]

[Alt+V(windows)]
[Command(⌘)+
Shift+V(mac)]

会議聴講者の方へ

【1】 セッションへの入室
前ページの「トライボロジー会議2021 秋 松江オンライン開催の

概要」に従い、該当セッションに入室ください。

発表者・座長・質問を予定している方は「コンピュータオーディオに

接続」にチェックを忘れないでください。

会議の臨場感を得るためOnにご協力ください
ただし回線不安定時にはOffをお願いすること
もあります（赤斜線あり：Off）

【4】 質問時
音声にて質問する場合、「リアクション（反応）」から「手を

挙げる」をクリック（または[Alt+Y(win)／Option+Y(mac)])し、

座長の確認後マイクOnにして発言ください。挙手の取り

消しは再度クリックすることで可能です。 チャットでの質問も

受け付けますが、音声での質問を優先させていただきます。

（チャットでの質問は座長からの読み上げとなります）

【5】セッション終了後のディスカッション（任意）
セッション終了後に議論を深めるためZoomの「ブレイクアウトルーム」機能を利用した情報交換の場を

セッション終了後20分間設けております。発表者と聴講者がいずれも同一のブレイクアウトルーム内に

入室する必要があり、お時間の都合上、発表者の方が早めに退出又は不在となる場合や、議論を行

いたい方が複数人同時に入室する場合もあります。 あらかじめご了承の上ご利用をお願いいたします。

また、ブレイクアウトルーム内での発言順等は各自で調整ください。

ブレイクアウトルームへ移動できない場合は、聴講しているセッションの会場係にチャットでお伝えください。

【2】 名前の変更
円滑な会議進行のため、名前欄は[所属略記] [氏名]への変更

をお願いいたします。参加者ボタンを押し、右側に参加者を表示さ

せると、一番上に自分が表示されます。そこにカーソルを合わせ「詳

細」をクリックすると名前の変更が可能です。

【3】 マイク・カメラの操作
意図せぬ音声・環境音やエコー・ハウリングを防ぐた

め、マイクがOFFになっていることを確認ください。特

に前のセッション等で発言をした後は再度確認をお

願いいたします。会議の臨場感のため，開始後は

カメラは可能な限りOnにして頂けるようお願いい

たします。仮想背景への変更も可能です（詳細は

こちら）。

※回線負荷が大きく、進行に支障がでる場合には

カメラOffをお願いすることがあります。

セッション終了後、ブレイクアウトルームが表示されます。任意のルー
ムを選んで入室ください

参加者・チャット【2】【4】

【6】セッションからの退出

画面右下の「退出」または「ルームを退出する」ボタンを押すと「ミーティングを退出」または「ブ

レイクアウトルームを退出」が表示されます。セッションを行っている部屋に戻るには「ブレイクア

ウトルームを退出」、セッションから退出する際は「ミーティングを退出」をクリックください。

講演者A

講演者B

講演者C

講演者D

カメラのOn-Off 【3】

【Zoomの基本画面】
(表示はWindows系）

メニュー

表示の切替

ウィンドウ右側にそれぞれ参加者パネル・
チャットパネルが表示されます

発言時外はOffをお願いします
（赤斜線あり：Off）
スペースキー押している間一時
ミュート解除されます（質問時
等に活用できます）

マイクのOn-Off 【3】

ブレイクアウトルーム【5】

手を挙げるボタンを押し、座長の
確認後マイクONでご発言ください

質問時の挙手【4】

クリック

[Alt+A(windows)]
[Command(⌘)+
Shift+A(mac)]

クリック

クリック

※マイク・スピーカー等は
予めヘッドセットなど適切
な機器を選択するように
お願いします

[^]アイコン
をクリック

適切な機器を選択

講演セッションルーム（メインルーム）

どちらか選択してクリック

ブレイクアウトルーム

⚫ ギャラリービュー 参加者
をタイル状に表示

⚫ スピーカービュー 発言
者（1名）を自動表示

話したい講演者のルームの
「参加」をクリック

質問・コメントをご記入ください

（カーソル）
[所属略記] [氏名]

入力

環境によって
表示が異なる
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講演発表者の方へ

【1】 セッションへの参加方法

⚫ セッション開始15分前を目途に入室ください。

入室方法・設定などはP.2 「聴講者の方へ」を参照ください。

⚫ 入室後、オペレータ（会場係）に来室をご申告ください。

カメラ・マイクOnで声をおかけ頂くのが最も簡単です。もしも

会場係が対応できずにいた場合、オペレータ宛のチャットで

お知らせ頂いておくと、会場係の対応がスムーズにできます。

⚫ ご出席のお名前が確認でき次第、画面共有（発表）可能

な権限へ設定いたします。トラブル防止のため他の発表者と

調整しながら画面共有のテストされることをお勧めします。

名前の設定はP.2 聴講者の方へ【2】をご参照ください。

⚫ 接続ができない/回線が不安定な場合は以下までお申し出

ください。

＜発表開始後の流れ＞

⚫ 座長の案内後に「画面共有」して発表ください。

⚫ 講演は、基本的に発表12分＋質疑８分となっています

（受賞・基調・シンポジウム講演は予めお伝えした時間）。

全体の進行（特に後のセッション）に影響が及ばないよう

時間厳守でお願いします。基本的にトラブルがあってもプロ

グラム通りに進行するようにお願いします。

⚫ 発表後、質問のために一旦共有を解除して頂きますが、

再度共有できるように準備しておいてください。

⚫ 座長が質問者を選出します。その後、質問者へのご対応

をお願いします。

⚫ セッション終了後、お時間が許せば割り当てました個別対

談の場所（ブレイクアウトセッション）へ移動してください。

ブレイクアウトルームの入室方法はP.2聴講者の方へ【5】

をご参照ください。【2】 発表（画面共有）方法

① 画面共有の開始

Zoomメイン画面下方の「共有ボタン（緑ボタン）」を押します。

② 共有するプレゼンテーションソフトの指定

共有するソフトを選択してダブルクリックしてください。画面共有

が開始されます。

【共有開始時における注意点】

⚫ 事前に発表ソフト等を立ち上げておいてください。また、別ウ

インドウが共有中のウインドウに被ると、表示が欠けます。

⚫ 全画面表示での発表も可能です。（参考→クリック）

⚫ 発表時は「マイクOn」になっている必要がありますので、必

ずご確認ください（座長・会場係も適宜確認します）。

⚫ 音声付き動画を使用する場合は共有ソフト・画面の選択

の祭に、「音声を共有」のチェックを忘れないでください。

共有するソフト・画面の選択

ソフト等を選択してダブルクリック

※ 音声付き動画など必要に
応じてチェックを入れる

② 発表の開始・終了

【発表開始・終了】

⚫ プレゼンテーションソフトで発表（スライドショー／プレゼン

テーション）を開始してください。

⚫ 画面上のメニューから「共有停止（赤いボタン）」をクリック

すると共有が停止され、スピーカービューまたはギャラリー

ビューに戻ります。

共有中のソフト・画面→黄緑枠で表示

共有停止ボタン

⚫ 発表者・座長は画面共有の「コメントを付ける」で共有

画面にペンで書き込み可能です。質疑応答時にご活

用ください。

《発表におけるTips（主にPowerPoint）》

⚫ PowerPointの発表者ツールが共有されてしまう場合

は表示設定で「発表者ツールとスライドショーの切り替

え、またはスライドショーの複製」を選択してください。

☆ 発表者が使うZoomのバージョンが5.4.7（Dec.21

2020リリース）より前のものだと、発表者はそのセッションで

「挙手ボタン」を利用することができません。なるべく新しい

バージョンをご準備ください。

メール： 2021matsue@tribology.jp
直通携帯電話(会議中限定)：070-3246-6515

（参考→クリック）
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座長の方へ
※オンライン形式でも座長の基本的な役割は変わりません。ただし、ソフトウェアの操作などで手間が増え、ご面倒をおか
けして恐縮ですが、円滑な進行へのご協力をお願いいたします。

※参加方法などは聴講者・講演者の項目に目を通して頂けますと幸いです。
※座長と発表者は入室確認後、オペレータ（会場係）が「共同ホスト」に設定いたします。

【共同ホストとは？】
会議主催者（ホスト：オペレータ会場係）と共同で会議を運営する権限を割り当てられた参加者のことです。他の
参加者の「強制音声Off（エコーノイズ）」や「音声Onの依頼」、「挙手の管理」等の権限をもちます。
なお、本会議では、画面共有（発表）を行う権限を「共同ホスト」までに限定しています。

セッション入室 （前日までに担当セッションおよびURLを確認）
→開始15分前を目途に入室
（緊急連絡先： 2021matsue@tribology.jp ）

座長  名前を 座長 [所属略記] [氏名]にする
 オペレータへ入室を申告してください（音声）

→（オペレータ）座長を「共同ホスト」に設定
 確認事項・打ち合わせ

講演者  講演者の出席確認（本人かどうか？）
 講演者が「共同ホスト」になっていることを確認
 順番に共有可能か確認してもらう
（特に動画）

セッション開始  セッション名・座長の自己紹介を行う
 諸注意・連絡事項のアナウンス

発表開始  発表者名・タイトルの紹介と発表開始の要請

発表 ◇ （発表者）画面共有による講演開始
発表12分・質疑応答8分の合計20分を事前告知済

質疑応答  参加者に質問・コメントを促す
⇒質問者の「 挙手マーク」を参考に質問者を当てる。
（質問者にはマイク・カメラOnをお願いしてください。）
⇒チャットに来た質問・コメントは読み上げてご対応ください。
※口頭の質問・コメント優先で構いません。

発表終了  時間がきたら次の発表者に移るアナウンスをします。
時間厳守でお願いします（オペレータもタイムキーパ）。

セッション終了  全ての発表が終わったらセッションを終了する旨のアナウンスを
行います（事務局からアナウンス依頼がある場合は対応をお
願いします）。

 各講演者の個別対談（ブレイクアウトルーム）について告知を
お願いします。

個別対談 （オペレータの対応事項）
発表者別にサブルーム（ブレイクアウトルーム）を用意。

※ 座長には特にご対応頂く必要はありません。お疲れ様でした。

報告書等  実行委員会等への提出書類はご多用のところ誠に恐縮です
がセッション終了後速やかに（締切までに）お願いします。
ご協力ありがとうございました。

【質問への対応】

⚫ 参加者の「挙手」

参加者が「挙手」すると，参

加者リスト、ギャラリービュー

(タイル表示)上で「挙手マー

ク 」と共に上位に表示され

ます。

セッションへの入室から退室までの流れ

挙手人数

⚫ 手を降ろす／ミュート解除

依頼など

質問者が手を降ろし忘れたり、

参加者に発言を求める場合、

その参加者にカーソルを合わせ

出たメニューから対応可能です。

（カーソル）

クリック

ギャラリー
ビュー

⚫ チャット

チャットからの質問は座長が読

み上げてください（挙手・口頭

を優先でお願いします）。

質問・コメントは
この辺りに表示

※ Zoomのバージョンが5.4.7（Dec.21 2020リリース）より前のものだと、その
セッションで「挙手ボタン」を利用することができません。またセキュリティの観点か
らもなるべく新しいバージョンをご準備ください。

参加者
リスト

挙手者マーク

質問に対し、以下を参考に対応く

ださい。予め参加者リストの表示を

お願いします（参加者アイコンを

クリック，または[Alt+U(Windows),

Command(⌘)+U(Mac)]でリスト

の表示／非表示を切替可能）。

チェックシートとしてもご活用ください
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