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日本信頼性学会第 30 回春季信頼性シンポジウム 
 

わが国の産業製品及びシステムは，高いディペンダビリティ技術に支えられ，世界的に高い信用を得

ていると思いますが，取りも直さずこれはディペンダビリティ技術に携わっている技術者，研究者ある

いは管理者の，日頃の研鑽努力の賜と思います．それらの成果の発表及び意見交換を通じてその技術を

更に改善し，関係者全員の技術水準を高めると共に，その技術文化を確立し，それに支えられた良い社

会を築くことが重要であります．皆様のご参加を心よりお待ちしております． 
 
（日 時） 2022 年 5 月 31 日（月）13:00～18:00（終了時間は予定です） 
（会 場）  オンライン開催（使用ツール：Microsoft Teams） 
（主 催） 日本信頼性学会 
（後 援） 一般財団法人日本科学技術連盟 
（協 賛） 特定非営利活動法人安全工学会，公益社団法人応用物理学会，研究・イノベーション学会，一般社団 

法人電気学会，一般社団法人電子情報通信学会，公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会， 

一般社団法人日本機械学会，公益団法人日本経営工学会，一般社団法人日本シミュレーション学会， 

一般社団法人日本人間工学会，一般社団法人日本品質管理学会，一般社団法人プロジェクトマネジメ 

ント学会，IEEE Reliability Society Japan Joint Chapter  ＜協賛は予定です＞ 
（プログラム）決定次第，学会ホームページ（https://www.reaj.jp）に掲載いたします． 
（参 加 費）正会員・賛助会員・協賛学協会会員 3,000 円，非会員 4,000 円，学生 1,500 円 

クレジットカードでオンライン決済となります｡下記 URL よりお手続きください｡ 
      https://app.payvent.net/embedded_forms/show/62217e80cd5c41499ecc3f5b 
      【ご注意】今回の参加費は，システム上，「Payvent」という会社からのご請求となります． 
（発表報文集）オンライン開催のため，発表報文集につきましてはご自身で学会 Web からダウンロード 
      をしていただくことになります．予めご了承くださいますようお願いいたします． 
（参加申込）クレジットカード決済となります．学会ホームページの「クレジットカード決済ページ」 

よりお手続きください．お手続き完了時点で参加お申込済となります． 
（問 合 先）日本信頼性学会 事務局 
      〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-2-1 一般財団法人日本科学技術連盟 内 
      電話 03-5378-9853 FAX 03-5378-9842 E-mail： reaj@juse.or.jp 

信 頼 性 ニ ュ ー ス 
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日本信頼性学会 故障物性研究会 

 前回に引き続き，2022 年 6 月例会も web 会議システム（Microsoft Teams）を活用して実施予定です．

ご参加を希望の方は，6 月 17 日までに事務局（reaj@juse.or.jp）宛てに，必ず，御所属，御名前，メール

アドレスを連絡頂けるようお願いします．そのメールアドレス宛てにTeamsの開催案内を差し上げます． 
 
（日 時） 2022 年 6 月 24 日（金）15:00～17:00 ＊Teams 会議室は 14:30 から開設する予定です．  
（形 式） web 会議システム（使用ツール：Microsoft Teams） 
 
＊プログラムの詳細は決定次第，学会ホームページに掲載します． 
 
（連絡先）日本信頼性学会 事務局  reaj@juse.or.jp 
     故障物性研究会 主 査  土屋英晴  tsuchih@katch.ne.jp 
             副主査  味岡恒夫  tajioka@kdn.biglobe.ne.jp 

 
日本接着学会第 60 回年次大会 

 
 2022 年度年次大会は，関西大学 100 周年記念会館にて対面方式で開催いたします．これまでの年次大

会同様に，「特別講演」と「受賞講演」，研究発表として「ポスター発表」と「口頭発表」がございます． 
なお，新型コロナウイルス感染拡大状況によりましては，対面式から Web を利用したオンライン開催に

なる可能性もございます． 
多数の皆様のご参加・ご発表をお願い申し上げます． 
 

（日 時） 2022 年 6 月 23 日（木）～24 日（金） 
（会 場） 関西大学 100 周年記念会館（オンライン開催の可能性もあります） 
（主 催） 日本接着学会 
（後 援） 日本信頼性学会 他 
（予約申込）下記当会ホームページの参加登録ページからお申込ください．発表申込をされた方も，参 
      加申込が必要です．参加費の決裁につきましては，クレジットカード決済を予定しておりま

す． http://www.adhesion.or.jp/  （4 月以降プログラム確定後公開） 
（問合先） 日本接着学会第 60 回年次大会 係 

  〒556-0011 大阪市浪速区難波中 3 丁目 9 番地 1 難波ビルディング 407 号 
TEL06-6634-8866 FAX06-6634-8867 E-mail：info-hnb@adhesion.or.jp 

詳細は， https://www.adhesion.or.jp/event/taikai.html よりご参照ください． 
 

第 51 回信頼性・保全性・安全性シンポジウム 
 
 年に一度の信頼性・保全性・安全性に関するビッグイベント！ものづくり日本”を支える，産・学の

最新事例が一堂に集結します． 
1971 年に開始した当シンポジウムは，様々な企業や大学，研究機関からの技術者・研究者・専門家が

集結し，研究・事例発表やトレンドに即した講演，特別企画セッションなどにより，時流に即した話題

性のあるテーマの情報が入手できます．ベンチマークや人材育成，多彩な人的交流と情報交換の場とし
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てもご活用いただけます． 
貴社の信頼性・保全性・安全性活動をより一層発展させるためにも，ぜひこの場をご活用くださいま

すようお願いいたします． 
 
（日 時） 2022 年 7 月 14 日（木）～15 日（金） 
（会 場） オンライン LIVE 配信 
（主 催） 日本科学技術連盟 
（後 援） 日本信頼性学会 他 
（参加申込）https://www.juse.jp/rms/app/ よりお願いいたします． 
（問合先） 一般財団法人日本科学技術連盟 51RMS 担当 

TEL：03-5378-9850    E-Mail：rms-sympo@juse.or.jp 
プログラム等の詳細は， https://www.juse.jp/rms/ よりご参照ください． 

 

日本人間工学会第 63 回大会 

日本人間工学会第 63 回大会の開催を下記のように予定しております．多数の皆様にご発表，ご参加 
を賜りますようお願い申し上げます． 
 
（日 時） 2022 年 7 月 30 日（土）～31 日（日） 
（主 催） 日本人間工学会 
（会 場） 尾道市役所本庁舎（広島県尾道市久保 1-15-1） 
      しまなみ交流館  （広島県尾道市東御所町 10-1） 
（テーマ） 人と技術に関係を再考する 
（問合先） 一般社団法人日本人間工学会第 63 回大会事務局 
      〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中 3-1-1 
      岡山大学学術研究院自然科学学域知能機械システム学講座 知能システム組織学研究室内 
      担当：土井俊央氏  E-mail：jes-63@ergonomics.jp 

詳細は， https://www.ergonomics.jp/conference/2022/index.html よりご参照ください． 
 

The 6th World Conference on Production and Operations Management 
 – P&OM Nara 2022（2020） 

 
（日 時） 2022 年 8 月 23 日（火）～26 日（金） 
（主 催） オペレーションズ・マネジメント＆ストラテジー学会  
（協 賛） 日本信頼性学会 他 
（会 場） 奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～（奈良市春日野町 101） 
（テーマ） P&OM and Strategy In the Era of Technological Revolution 
（事前参加申込〆切）2022 年 5 月 20 日（金） 

詳細は， https://jomsa.org/worldpom/ よりご参照ください． 
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行事予定  下線は本学会主催行事 

名        称 開催地 開催日 申込 参 照* 

日本信頼性学会 第 44 回年次総会 
第 30 回春季信頼性シンポジウム オンライン開催 2022/5/31  https://www.reaj.jp/modules

/eguide/event.php?eid=135 

日本接着学会第 60 回年次大会 
関西大学 100 周年記念
会会館（オンライン開
催に変更もあり） 

2022/6/23-24  https://www.adhesion.or.jp/
event/taikai.html 

日本信頼性学会 故障物性研究会 オンライン開催 2022/6/24  
https://www.reaj.jp/modules
/pico/index.php?content_id
=72 

第 51 回信頼性・保全性・安全性シンポジウム オンライン LIVE 配信 2022/7/14-15  https://www.juse.jp/rms/ 

日科技連: 多様な知識を統合する技術の学習
と実践の講座：デザインレビュー オンライン 2022/7/27-29  https://www.juse.or.jp/src/se

minar/detail/ 

（一社）日本人間工学会第 63 回大会 尾道市役所本庁舎他 
広島県尾道市 2022/7/30-31  https://www.ergonomics.jp/

conference/2022/index.html 

The 6th World Conference on Production and 
Operations Management – P&OM Nara 2020 

奈良春日野国際フォー

ラム／奈良市 2022/8/23-26 2022/1/31 https://jomsa.org/worldpom/ 

日科技連: 多様な知識を統合する技術の学習
と実践の講座：デザインレビュー オンライン 2022/10/24-26  https://www.juse.or.jp/src/se

minar/detail/ 

日科技連: 多様な知識を統合する技術の学習
と実践の講座：デザインレビュー 

日科技連東高円寺ビル 
杉並区東高円寺 2023/1/23-25  https://www.juse.or.jp/src/se

minar/detail/ 
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