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〔Ⅰ〕第3回定時社員総会

日　時 5月20日（火）13：30～17：30

会　場 埼玉会館・小ホール

1．社員総会（13：30～14：45）

議　案：

第1号議案　2013年度収支決算書類承認の件

第2号議案　IRC2016北九州 特別賛助会費の件

（報告事項）

1．2013年度事業報告の件

2．2014年度事業計画の件

3．2014年度収支予算の件

表彰式：

名誉会員推薦，第26回日本ゴム協会賞，第52回

ゴム技術有功賞，第61回優秀論文賞，第29回オ

ーエンスレーガー賞，第69回ゴム技術進歩賞，

第7回CERI若手奨励賞，第5回ブリヂストンソ

フトマテリアルフロンティア賞

2．特別講演

5月20日（火）16：30～17：30

「和鉄の不思議－たたらと鍛冶」

NPOものづくり教育たたら　理事長

東京工業大学名誉教授　　　　　永田和宏氏

〔Ⅱ〕ミキサー

日　時 5月20日（火）18：00～19：30

会　場 埼玉会館・2階「パーティルーム」

会　費 一般（シニアを含む）5,000円

学生会員　　　　　　2,000円

シルバー会員は無料（要申込み）

〔Ⅲ〕研究発表会

日　時 5月20日（火）・21日（水）

会　場 埼玉会館　小ホール・3C・7A・7B

※21日（水）には受賞者記念講演も予定してい

ます．

〔Ⅳ〕研究発表会の参加申込について

HPの登録フォームからお申込ください．早期登録

期限が4月11日（金）となりますのでお早めにお

申込ください．

登録費

正会員　6,000円（4/11まで）8,000円（4/12以降）

シニア　3,000円（4/11まで）4,000円（4/12以降）

学生会員2,000円（4/11まで）4,000円（4/12以降）

会員外10,800円（4/11まで）16,200円（4/12以降）

※会員は不課税，会員外は課税となります．

賛助会員は2名まで正会員扱いといたします．

シニアは60歳以上の正会員（シルバーを含む）

で本人に限ります．

研究発表者の方も参加登録が必要です．

送金先

郵便振替「00190-1-48393」

みずほ銀行　虎ノ門支店　（普）№1228682

口座名：一般社団法人日本ゴム協会

※送金手数料はご負担願います．

連絡先

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26東部ビル

一般社団法人日本ゴム協会2014年年次大会係

TEL：03-3401-2957 FAX：03-3401-4143

E-mail：srij@srij.or.jp

http://www.srij.or.jp/

2014年年次大会・第3回定時社員総会の開催について

会　　期：2014年5月20日（火）・21日（水）

会　　場：埼玉会館（さいたま市浦和区高砂3-1-4）

2014年年次大会・第3回定時社員総会の実施概要

一般社団法人　日本ゴム協会
会　長　　五十野　善　信

本会定款第13条により，第3回定時社員総会を来る5月20日（火）に開催し，併せて研究発表会，受賞者記念講
演など多彩な行事を5月20日（火）・21日（水）の2日間，さいたま市・埼玉会館において開催いたします．
下記ご参照のうえ，奮ってご参加くださいますようご案内いたします．

会　告
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■2014年次大会プログラム■
※座長は一部折衝中

5月20日（火） A会場　1階「小ホール」

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：20

［座長］ 清水智信　10：00～11：00

A－1 ポリウレタン／ゼラチンブレンドの相溶性とミク

ロ相分離構造

東京農工大学

○近藤　光・野村義宏・斎藤　拓

A－2 Structural characterization of rubber from Lac-

tarius Volemus

長岡技術科学大学大学院

○Nghiem Thi Thuong

長岡技術科学大学 Seiichi Kawahara

A－3 AFMフォース測定によるエラストマーの定量的

力学物性測定のための理論モデルとJKRモデル

からの簡便な校正法

東北大学 ○藤波　想・中嶋　健

［座長］ 山崎　聡　11：00～12：20

A－4 ナノ触診AFMによるフィラー充頡ゴムの研究

東北大学

○梁　暁斌・藤波　想・伊藤万喜子・中嶋　健

A－5 粘弾性挙動の異なる架橋発泡体の積層構造設計指

針

㈱アシックス

○山出貴士・坂本将規・原野健一・西脇剛史

A－6 超分子ネットワーク系のゾル－ゲル転移に及ぼす

空間不均一性の影響

九州大学大学院

○春藤淳臣・松本裕治・松本圭吾・大野正司・

宮地克明・後藤雅宏・田中敬二

A－7 分岐構造を有するエステル系ポリオールを基材と

したポリウレタンエラストマーのミクロ相分離構

造と力学物性

長崎大学大学院

○野崎修平・本九町卓・吉永耕二・小椎尾謙

5月20日（火） B会場　7階「7A会議室」

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：00

［座長］ 戸知光喜　10：00～11：00

B－1 DART-TOFMSを用いたブルーム物の直接分析

NOK㈱ ○竹井千香子

B－2 NMRと多変量解析を用いたカーボンブラック充

填ポリイソプレンゴムの解析

防衛大学校 ○奥下慶子・浅野敦志

㈱日産アーク 加藤　淳

上智大学 佐藤美洋

東北大学 中嶋　健

㈱TRIテクノ 甚野史彦

㈱東海ゴム工業 木村憲仁・遠山豊久

旭化成ケミカルズ㈱ 永田員也・早田大祐

岡山県工業技術センター 岩蕗　仁

B－3 分子動力学によるフィラーネットワークがゴム粘

弾性に与える影響の解析

東洋ゴム工業㈱ ○鷺谷　智・日野　理

［座長］ 植田新二　11：00～12：00

B－4 熱可塑性ポリアミドエラストマーの一軸変形挙動

の構造論的解析

金沢大学大学院

○浜崎桂補・比江嶋祐介・新田晃平

B－5 熱可塑性ポリウレタンとMWCNT/イオン液体導

入ポリウレタンとのブレンド物に対するブレンド

法の影響

愛知工業大学大学院 ○仲矢有紀

愛知工業大学 山田英介

B－6 高分子［2］ロタキサン架橋剤を用いるポリロタ

キサンネットワークの合成と性質

東京工業大学大学院

○澤田　準・久詰美智子・青木大輔

打田　聖・中薗和子・高田十志和

5月20日（火） C会場　7階「7B会議室」

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：00

［座長］ 荒川貴徳　10：00～11：00

C－1 X線光電子分光法によるオゾン劣化したアクリロ

ニトリルブタジエンゴム表面の構造解析

（一財）化学物質評価研究機構

○大嶋紀一・三輪怜史・渡邊智子・大武義人

C－2 家庭用コージェネレーションシステムにおける水

電磁弁ダイヤフラムの信頼性評価

大阪ガス㈱

○岩崎慎太郎・小澤由規・樋口裕思

C－3 ガスメーター用ダイヤフラムの長期耐久性評価

大阪ガス㈱ ○小澤由規・浅田昭治

京都工芸繊維大学大学院 西村寛之

［座長］ 加藤　淳　11：00～12：00

C－4 エンジンシール用FKMの経年劣化

NOK㈱ ○青柳裕一・佐野洋之

C－5 エンジンオイル中の排気ガス由来成分が加硫ゴム

に与える影響（2）

（一財）化学物質評価研究機構
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○堀米達哉・菊地貴子・鈴木裕次・大武義人

C－6 スチールコード／天然ゴム接着界面の構造解析

岩手大学大学院

○遠藤一輝・平原英俊・會澤純雄

桑　静・菅原亜希也

5月20日（火） D会場　3階「3C会議室」

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：00

［座長］ 菊池　裕　10：00～11：00

D－1 オープンチャネル型自律液滴輸送SERSセンサー

フィルムの開発

東京理科大学

○遠藤洋史・辻　珠実・河合武司

D－2 NBR/ポリエーテル電解質ブレンドのイオン伝導

特性と相分離構造に及ぼす加硫の影響

東京農工大学大学院

○久保田有紀・富永洋一

D－3 アクリロニトリルブタジエンゴムの表面及び内部

の化学特性に及ぼす架橋剤の影響

岩手大学大学院

○桑　静・平原英俊・會澤純雄

いおう化学研究所 森　邦夫

［座長］ 斎藤　拓　11：00～12：00

D－4 架橋樹脂粉砕物複合ゴムの補強メカニズムに関す

る研究（2）

樹脂特性の違いによる複合ゴムの特性変化挙動評

価

㈱アシックス

○澤田大輔・上村拓郎・原野健一・西脇剛史

D－5 高圧水素曝露したNBRの体積と溶解水素量の相

関

九州大学大学院 ○小野皓章・藤原広匡

九州大学 西村　伸

D－6 共振回路接続によるPVDFフィルムの振動挙動

と吸音特性の関係

東京工業大学

○大友俊輔・赤坂修一・浅井茂雄

5月20日（火）1階「小ホール前・ホワイエ」

（ポスター発表）

15：00～16：15（オブリゲーションタイム）

P－1 高分子［2］ロタキサン架橋剤を用いるポリロタ

キサンネットワークの合成と性質

東京工業大学大学院

○澤田　準・久詰美智子・青木大輔・

打田　聖・中薗和子・高田十志和

P－2 多官能性脂肪族ニトリルオキシドによる不飽和結

合含有ポリマーの架橋

東京工業大学大学院

○文字山峻輔・王　晨綱

打田　聖・高田十志和

P－3 架橋された架橋剤を用いるロタキサン架橋ポリマ

ーの合成と特性評価

東京工業大学大学院

○飯島圭祐・曽川洋光・打田　聖・高田十志和

P－4 アゾ基を有するポリウレタンの合成とMWCNT

の表面修飾

愛知工業大学大学院 ○早川美智

愛知工業大学 山田英介

P－5 Structural characterization of rubber from Lac-

tarius Volemus

長岡技術科学大学大学院

○Nghiem Thi Thuong

長岡技術科学大学 Seiichi Kawahara

P－6 トラウザー引裂試験による天然ゴム/ブタジエン

ゴムブレンドの引裂挙動

金沢大学大学院 ○小石里咲・新田晃平

住友ゴム工業㈱ 河村幸伸

P－7 AFMフォース測定によるエラストマーの定量的

力学物性測定のための理論モデルとJKRモデル

からの簡便な校正法

東北大学 ○藤波　想・中嶋　健

P－8 分岐構造を有するエステル系ポリオールを基材と

したポリウレタンエラストマーのミクロ相分離構

造と力学物性

長崎大学大学院

○野崎修平・本九町卓・吉永耕二・小椎尾謙

P－9 DART-TOFMSを用いたブルーム物の直接分析

NOK㈱ ○竹井千香子

P－10 特異な構造色特性を示すゴム状コロイドフォトニ

ック結晶

物質・材料研究機構

○澤田　勉・不動寺浩・古海誓一

富士化学㈱ 川中智司・内田文生

P－11 SBRラテックス，カーボンブラックおよびシリ

カナノ粒子混合水分散系制御による高分子ナノ複

合材料の簡易調製

名古屋大学大学院

○木村聡一郎・若子竜也・棚橋　満

元名古屋大学大学院 浅井一輝

P－12 農産廃棄物由来の天然フィラーを配合したエラス

トマーの開発

久留米工業高等専門学校

○渡邊勝宏・闍木奈津美・野田壮馬・権藤豊彦

P－13 ポーラス金型を用いたパーオキサイド配合ゴムの

架橋

愛知工業大学大学院 ○細井翔馬

愛知工業大学 山田英介
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ダイキン工業㈱ 野口　剛

P－14 電場によるカーボンブラック充てんゴムの粘弾性

制御

長岡技術科学大学大学院

○五十野善信・藤井修治・闍橋諒丞

P－15 非線形粘弾性によるフィラー充てんゴムの加工性

評価

長岡技術科学大学大学院

○戸田裕美・五十野善信

横浜ゴム㈱

平井秀憲・佐藤有二・宮下直士・加々美茂

P－16 次亜塩素酸によってEPDM表面に形成される劣

化層の構造

岡山県工業技術センター

○岩蕗　仁・石田拓也

三重大学 福闢智司

P－17 高圧水素曝露によりNBR中に溶解した水素の状

態解析

九州大学 ○藤原広匡・小野皓章

九州大学大学院 西村　伸

P－18 繊維径の異なるシリカナノファイバー積層体の吸

音特性評価

東京工業大学大学院

○赤坂修一・加藤高久・松本英俊・浅井茂雄

P－19 ナノ触診AFMによるフィラー充頡ゴムの研究

東北大学

○梁　暁斌・藤波　想・伊藤万喜子・中嶋　健

P－20 2-アルキルおよび2-アリール［3］デンドラレン

類のアニオン重合

長岡技術科学大学

○高村祐貴・竹中克彦・宮　正光・

竹下宏樹・塩見友雄

5月21日（水） A会場　1階「小ホール」

（一般口頭発表）

発表時間　9：30～12：30・14：30～16：30

［座長］ 中村　勉　9：30～10：30

A－8 高圧水素用シール・ホース用エラストマー材料の

開発　水素機器用エラストマー材料研究分科会活

動報告（1）

九州大学大学院 ○西村　伸

九州大学 藤原広匡

NOK㈱ 古賀　敦

高石工業㈱ 高橋　良

（一財）化学物質評価研究機構

仲山和海・近藤寛朗

ダイキン工業㈱ 土井迪子

A－9 アクリロニトリルブタジエンゴムの高圧水素によ

る体積膨潤挙動と不均一構造変化の相関

九州大学大学院

○大山恵子・藤原広匡・西村　伸

九州大学シンクロトロン

神谷和孝・吉岡　聰・杉山武晴

A－10 高圧水素ガス透過量測定によるOリングのシー

ル性評価

NOK㈱ ○古賀　敦

九州大学 藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

［座長］ 赤坂修一　10：30～11：30

A－11 繰り返し水素曝露を受けたゴム材料中に溶解水素

の評価

九州大学 ○藤原広匡・小野皓章

九州大学大学院 西村　伸

A－12 高圧水素曝露後EPDMの劣化状態の評価（2）

～内部破壊と化学的劣化の有無～

（一財）化学物質評価研究機構

○仲山和海・大武義人

九州大学大学院 西村　伸

A－13 電解質高分子－クレイコンポジットハイドロゲル

の構造と力学的性質

群馬大学

○武野宏之・佐藤尋紀・中村　渉・長谷川謙太

［座長］ 河合武司　11：30～12：30

A－14 異常小角X線散乱法によるブロック共重合体/ホ

モポリマーブレンドにおけるホモポリマーの分布

状態

名古屋工業大学大学院

○山本勝宏・金山和馬

北九州市立大学 秋葉　勇

A－15 膜面に対して垂直方向に配向したシリンダー状ミ

クロ相分離構造を有する薄膜試料の原子間力顕微

鏡による表面構造の解析

京都工芸繊維大学大学院

○原田俊昌・綿岡　勲・浦川　宏

佐々木園・櫻井伸一

高エネルギー加速器研究機構

五十嵐教之・清水伸隆

A－16 Crystallization of high cis-content polybutadiene

upon stretching studied by synchrotron wide-

angle X-ray scattering

Kyoto Institute of Technology

○Nguyen-Dung Tien・Koichi Shimomura・

Sono Sasaki・Shinichi Sakurai

Asahi Kasei Corporation

Kimio Imaizumi・Tadashi Matsushita

Asahi Kasei Chemicals Corporation

Katsuyuki Iwase

University of Hyogo
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Yoshimasa Urushibara・Li Lai・

Shigeo Kuwamoto

［座長］ 西谷要介　14：30～15：30

A－17 SEBSトリブロック共重合体が形成する非平衡な

球状ミクロ相分離構造の一軸方向への合体を利用

したシリンダー構造の配向制御

京都工芸繊維大学

○富田翔伍・佐々木園・櫻井伸一

高エネルギー加速器研究機構

五十嵐教之・清水伸隆

A－18 熱可塑性エラストマーの力学変形過程・印加後の

ミクロドメイン構造変化

長崎大学大学院

○小椎尾謙・小松拓也・川尻源一郎・

本九町卓・吉永耕二

A－19 ゴム－ブラス接着界面の金属のXAFS解析

横浜ゴム㈱

○鹿久保隆志・清水克典・網野直也

［座長］ 山口　健　15：30～16：30

A－20 ナノ触診AFMによるフィラー充頡エラストマー

の粘弾性評価

東北大学

○伊藤万喜子・梁　暁斌・藤波　想・中嶋　健

A－21 ナノダイヤ充填光重合高分子フィルムへの電場印

加による構造形成と諸物性への影響

東京工業大学大学院

○赤坂修一・阿部大吾・浅井茂雄

A－22 特異な構造色特性を示すゴム状コロイドフォトニ

ック結晶

物質・材料研究機構

○澤田　勉・不動寺浩・古海誓一

富士化学㈱ 川中智司・内田文生

5月21日（水） B会場　7階「7A会議室」

（トピックテーマ：ゲル）

発表時間　9：25～12：30

新しい試み「ゲル」セッションについて

東京工業大学 高田十志和

［座長］ 黒川孝幸　9：30～10：00

B－7 依頼講演

3Dゲルプリンターから始まる「化学」×「機械」

によるソフトマター・イノベーション

山形大学 ○古川英光

［座長］ 原口和敏　10：00～10：30

B－8 依頼講演

環動ゲルの基礎と応用

東京大学 ○伊藤耕三

［座長］ 古川英光　10：30～11：10

B－9 粗視化モデルを用いた自励振動ゲルのシミュレー

ション

（独）産業技術総合研究所

○森田裕史・原　雄介

B－10 弾性毛管力によるボトムアップ型ラピッドプロト

タイピング技術

東京理科大学

○遠藤洋史・辻　珠実・河合武司

［座長］ 高田十志和　11：10～11：30

B－11 スポンジ補強ゲル―植物の組織構造にインスパイ

アされた材料―

千葉工業大学

○寺本直純・重廣大介・小川吉久

島崎俊明・柴田充弘

［座長］ 伊藤　耕三　11：30～12：00

B－12 依頼講演

水系ラジカル共重合による強靱な自己修復ゲルの

力学物性

北海道大学 ○黒川孝幸

［座長］ 高田十志和　12：00～12：30

B－13 依頼講演

LCST及びUCST型相転移を示す新規ナノコンポ

ジット型ヒドロゲル（NCゲル）の合成と特性

日本大学 ○原口和敏

5月21日（水） B会場　7階「7A会議室」

（一般口頭発表）

発表時間　14：30～16：30

［座長］ 木村　圭　14：30～15：30

B－14 エラストマー表面における細胞の接着挙動と力学

応答

九州大学大学院

松野寿生・○下村信一朗・田中敬二

長岡技術科学大学 河原成元

B－15 表面改質MWCNTコンポジットに関する研究

（一財）化学物質評価研究機構

○近藤寛朗・大武義人

B－16 分子動力学による自由末端鎖が架橋ゴムの粘弾性

に及ぼす影響に関する研究

東洋ゴム工業㈱ ○日野　理・片岡雄治

［座長］ 栗田厚三　15：30～16：30
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B－17 エチレンープロピレンゴムの放射線劣化の温度依

存性

早稲田大学 ○伊藤政幸

B－18 次亜塩素酸によってEPDM表面に形成される劣

化層の構造

岡山県工業技術センター

○岩蕗　仁・石田拓也

三重大学 福闢智司

B－19 促進暴露試験におけるポリプロピレンの光と熱に

よる相乗効果

（一財）化学物質評価研究機構

○飯塚智則・近藤寛朗・大武義人

九州大学大学院 田中敬二

5月21日（水） C会場　7階「7B会議室」

（トピックテーマ：コンポジット）

発表時間　9：20～12：30

［座長］ 西谷要介　9：20～10：20

C－7 Structure and strain-induced crystallization of

natural rubber/clay nanocomposites

Prince of Songkla大学

○Abdulhakim Masa・Azizon Kaesaman・

Natinee Lopattananon

東京農工大学 飯森聡悟・斎藤遼太・斎藤　拓

静岡大学 酒井忠基

C－8 異種材料とのコンポジット化によるグラフェンの

高機能化　～フレキシブル成形加工から触媒性能

の向上まで～

東京理科大学

○遠藤洋史・戸崎未紀・金杉友成・河合武司

C－9 金属ミクロフィラーを含有する伸縮性導体の疲労

劣化状態からの弾性率と電気伝導特性の回復現象

群馬大学 ○井上雅博・多田泰徳

群馬大学大学院 板橋洋介

［座長］ 斎藤　拓　10：20～12：30

C－10 カーボンナノチューブ分散構造制御による絶縁性

ポリマーの高熱伝導化技術

㈱豊田中央研究所

○福森健三・森下卓也・松下光正・片桐好秀

C－11 総植物由来原料を用いた天然繊維強化エンプラ系

複合材料の成形と物性

工学院大学 ○西谷要介・荷見　愛・向田　準

トマスバータ大学 北野　武

C－12 依頼講演

ポリシラン添加によるPPの各種物性改質技術に

関する研究

滋賀県立大学 ○徳満勝久・林明日香

大阪ガスケミカル㈱ 福西佐希子・高野一史

豊田工業大学 岡本正巳

C－13 依頼講演

バイオマスフィラーの新規非晶化技術とポリマー

コンポジットへの展開

山形大学大学院

○西岡昭博・清水康介・志村良一郎

宮田　剣・香田智則・西尾太一

C－14 依頼講演

柔軟性界面相創製による炭素繊維織物複合材料の

力学的特性制御

岐阜大学 ○仲井朝美・大谷章夫

5月21日（水） C会場　7階「7B会議室」

（一般口頭発表）

発表時間　14：30～16：30

［座長］ 中嶋　健　14：30～15：30

C－15 有機無機ナノマトリックス構造を有する天然ゴム

の構造と物性

長岡技術科学大学 ○河原成元・野口賢司

東京工業高等専門学校 山本祥正

C－16 天然ゴムの伸長結晶化と低温結晶化

National Metal and Materials

Technology Center of Thailand ○土岐重之

Stony Brook University, NY, USA

Justin Che・Christian Burger・Lixia Rong・

Benjamin S. Hsiao

C－17 天然ゴム製品の溶出タンパク質量と窒素含有率

東京工業高等専門学校

○山本祥正・宮野　快・石井宏幸

長岡技術科学大学 小杉健一郎・河原成元

［座長］ 小松智幸　15：30～16：30

C－18 加硫における二相網目構造形成

京都工芸繊維大学大学院

○安田和敬・大橋　巧・池田裕子

C－19 天然ゴムラテックスをテンプレートとする in situ

シリカ充てんコンポジットゴム

京都工芸繊維大学大学院

○池田裕子・Atitaya Tohsan・岸　亮太

C－20 インドネシア　ゴム農園のバイオマス測定

㈱ブリヂストン

○曽根恒星・内島和人・渡辺訓江

九州大学大学院 保坂武宣・玉泉幸一郎

5月21日（水） D会場　3階「3C会議室」

（トピックテーマ：成形加工）

発表時間　9：30～12：30

［座長］ 中嶋　健　9：30～12：30

D－7 依頼講演
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配合の現状と課題（配合技術研究分科会より）

横浜ゴム㈱ ○鹿久保隆志

D－8 依頼講演

カーボンブラック充填ゴムの練り状態評価方法

鬼怒川ゴム工業㈱ ○眞中将一・小 次郎

D－9 依頼講演

ゴム材料の成形加工工程における加工性をゴム物

性を通して考察する

○石川泰弘

D－10 非線形粘弾性によるフィラー充てんゴムの加工性

評価

長岡技術科学大学大学院

○五十野善信・戸田裕美

横浜ゴム㈱

平井秀憲・佐藤有二・宮下直士・加々美茂

D－11 電場によるカーボンブラック充てんゴムの粘弾性

制御

長岡技術科学大学大学院

○五十野善信・藤井修治・闍橋諒丞

D－12 依頼講演

金型による加硫・成形工程の課題

金型研究分科会主査　関西ゴム技術研究所

○山口幸一

（総合討論）

藥
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