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■プログラム■

12月4日（木） A会場（12号館・201）

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：00・12：50～14：10

［座長］ 奥　淳一　10：00～11：00

A－1 フッ素基含有ニトリルオキシドを用いる無触媒・

無溶媒条件でのゴム及び表面の修飾

東京工業大学大学院

○曽川洋光・文字山峻輔・王　晨綱

ダイキン工業㈱ 神原　將・野口　剛

東京工業大学大学院 打田　聖

人靖山小学大道海北

東京工業大学大学院 高田十志和

A－2 2-ヘキシル［3］デンドラレンのアニオン重合

長岡技術科学大学

○高村祐貴・竹中克彦・戸田智之

宮　正光・塩見友雄

樹宏下竹学大立県賀滋

A－3 2-（3-トリイソプロポキシシリルプロピル）-1,3-

ブタジエンの合成とアニオン重合

長岡技術科学大学

特別講演

12月4日（木）16：00～17：00（10号館・大講義室）

「ものづくりの原点・“からくり”の歴史と構造」

愛知工業大学客員教授　尾陽木偶師

九代　玉屋　庄兵衛氏

12月5日（金）13：00～14：00（12号館・303室）

「リチウムイオン電池の進化を支える材料技術

－高性能化と安全性の向上を目指して」

（独）産業技術総合研究所　関西センター

イノベーションコーディネータ

兼　名誉リサーチャー　境　哲男氏

参加登録

HPの登録フォームからお申込みください．早期登録期限

は10月31日（金）となりますので，期日までにお申込み

ください．

登録費

正会員　　　 7,000円（10/31まで） 9,000円（11/1以降）

シニア　　　 3,500円（10/31まで） 4,500円（11/1以降）

学生会員　　 2,000円（10/31まで） 3,000円（11/1以降）

会員外　　　12,960円（10/31まで）19,440円（11/1以降）

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．

ミキサー

第1日目の夕刻に，参加者の交流の場としてミキサーを開

催いたします．活発な討論後の憩いの場となりますので，

多数のご参加をお待ちしております．

参加費 一般5,000円　学生2,000円

シルバー会員は無料（要申込み）

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

※送金手数料は参加者側でご負担ください．

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

エラストマー討論会係

TEL：03-3401-2957 FAX：03-3401-4143

E-mail：srij@srij.or.jp http://www.srij.or.jp/

第26回エラストマー討論会のご案内と参加登録募集

会　　期：2014年12月4日（木）・5日（金）

会　　場：愛知工業大学・八草キャンパス（豊田市八草町八千草1247）

協賛団体：日本化学会　高分子学会　日本材料学会　日本複合材料学会　繊維学会

（予　定） 日本接着学会　日本レオロジー学会　マテリアルライフ学会　プラスチック成形加工学会

日本トライボロジー学会　（順不同）

エラストマー材料の合成，構造，物性から応用に至るまでいろいろなことが明らかになってきました．今こそ，エラスト

マー関連の科学者や技術者が一堂に会して議論する時です．エラストマー討論会はその最高の場を提供します．ゴム・エラ

ストマー・ソフトマテリアルに興味を持つ人，好きな人，利用したい人，売りたい人，考え方を聞いて欲しい人，聞きたい

人，化学屋さん，物理屋さん，機械屋さん，電気屋さん，…，あらゆる方々のご参集をお待ちしております．

MAP 交通アクセス（PC版／スマホ版） （PC版／スマホ版）

http://www.ait.ac.jp/mb/gaiyou/sisetu/index.html
http://www.ait.ac.jp/access/public.html
http://www.ait.ac.jp/mb/access/index.html
http://www.ait.ac.jp/sisetu/index.html
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○ATIQAH BINTI JASNI・竹中克彦

戸田智之・宮　正光・塩見友雄

滋賀県立大学 竹下宏樹

［座長］ 平井　洋一　11：00～12：00

A－4 粒子のパターニング配向による圧電ゴムの圧電性

能向上

（公財）鉄道総合技術研究所

○間々田祥吾・矢口直幸・岡田至規・半坂征則

首都大学東京 吉田博久・山登正文

A－5 エラストマーに対する高分子ロタキサン架橋剤の

添加効果

（一財）化学物質評価研究機構

○八木原　創・進藤　徹・近藤寛朗

近藤武志・大武義人

A－6 シリカ配合SBRの加工性指標：換算微分損失正

接

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

［座長］ 隠塚　裕之　12：50～14：10

A－7 熱可塑性ポリアミドエラストマーの繰返し引張下

における変形挙動

金沢大学大学院

○浜崎桂補・比江嶋祐介・新田晃平

A－8 異なる芳香族系ジイソシアナートを使用した

TPUブレンドの構造と物性

愛知工業大学大学院 ○堀田明宏

愛知工業大学 山田英介

A－9 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（3）マトリクス・架橋樹脂粉界面の制御

による特性変化挙動評価

㈱アシックス

○澤田大輔・宮崎秀行・上村拓郎

原野健一・西脇剛史

A－10 圧電ゴム中の圧電材料を分離回収して再利用する

方法の検討

（公財）鉄道総合技術研究所

○岡田至規・間々田祥吾・矢口直幸・半坂征則

12月4日（木） B会場（12号館・202）

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：00・12：50～14：10

［座長］ 高杉　誠　10：00～11：00

B－1 加硫における硫黄結合様式の特性化

京都工芸繊維大学大学院

○宇佐美亮太・安田和敬

ベンチャーラボラトリー トーサン アチタヤ

京都工芸繊維大学大学院 池田裕子

B－2 時分割超小角X線散乱法によるゴム中フィラー

の分散状態の変化に関する研究

山形大学 ○鈴木　翔

山形大学大学院 西辻祥太郎

京都大学大学院 竹中幹人

B－3 Fddd phase boundary of polystyrene-block-poly-

isoprene diblock copolymer melts in poly-

styrene-rich region

京都大学大学院

○王　怡今・竹中幹人・長谷川博一

［座長］ 尾之内　千夫　11：00～12：00

B－4 ポリメタクリル酸メチル-b-ポリアクリル酸アル

キル薄膜における配向挙動

名古屋工業大学大学院

○島田大輝・山本勝宏

B－5 ジブロック共重合体薄膜中における垂直配向化シ

リンダー構造の膜厚方向の深さ依存性

名古屋工業大学大学院 ○松田明倫・大矢智士

京都工芸繊維大学 櫻井伸一

日東電工㈱ 宮崎　司

名古屋工業大学大学院 山本勝宏

B－6 鉄イオンをドープしたポリスチレン-b-ポリ2-ビニ

ルピリジン薄膜の自発的配向化メカニズムの考察

名古屋工業大学大学院 ○斎藤　樹・岡本貴史

日東電工㈱ 下北啓輔・宮崎　司

名古屋工業大学大学院 山本勝宏

［座長］ 尾之内　千夫　12：50～14：10

B－7 直接導入型質量分析法によるゴムの物理・化学的

特性の評価

キヤノン㈱ ○小久保慎介・加藤久雄

B－8 溶媒膨潤下ナノ触診AFMによるシリカ充填ゴム

のシリカ界面構造評価

日本ゼオン㈱

○武山慶久・植田英順・山岸英哲

東北大学 梁　暁斌・藤波　想・中嶋　健

B－9 残留塩素による加硫ゴムの劣化に伴う黒粉現象の

定量化に関する研究

（一財）化学物質評価研究機構

○矢口裕也・仲山和海・渡邊智子・大武義人

B－10 粗視化分子動力学法による架橋ゴムの一軸伸長シ

ミュレーション

JSR㈱ ○畠添拓実・千賀寛文・冨永哲雄
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12月4日（木） C会場（12号館・303）

（若手口頭発表）

発表時間　10：00～12：00・12：50～13：50

［座長］ 山田　浩之　10：00～11：00

C－1 精密網目構造を有する高分子ゲルの破壊挙動

東京大学大学院

○赤木友紀・鄭　雄一・酒井崇匡

北海道大学大学院 Jian Ping Gong

C－2 トラウザー試験によるブタジエン系ゴムの引裂挙

動の確率論的解析

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

C－3 天然ゴム/ポリエチレン/クレイコンポジットの配

向挙動と高強度特性

東京農工大学大学院

○斎藤遼太・飯森聡悟・Abdulhakim Masa

斎藤　拓

長岡技術科学大学 河原成元

スーパーコンポジット研究会

酒井忠喜・由井　浩・住田雅夫

［座長］ 岡本　正巳　11：00～12：00

C－4 PC/PBAT/ABS系リアクティブブレンド材料の

物性改質に関する研究

滋賀県立大学大学院

○早見純平・徳満勝久・山下義裕・竹下宏樹

滋賀県東北部工業技術センター 神澤岳史

C－5 Role of Non-rubber Components on Mechanical

Properties in NR Clones

京都工芸繊維大学大学院

○Treethip PHAKKEEREE

ベンチャーラボラトリー トーサン アチタヤ

京都工芸繊維大学大学院 池田裕子

C－6 強偏斥ブロック共重合体用いたナノパターニング

の研究

京都大学 ○満島浩樹・竹中幹人

［座長］ 今井　英幸　12：50～13：50

C－7 ワックスのブルーム挙動と低温環境下におけるオ

ゾン劣化の関係

（一財）化学物質評価研究機構

○岩瀬由佳・進藤　徹・近藤寛朗

近藤武志・大武義人

C－8 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（3）

（一財）化学物質評価研究機構

○堀米達哉・菊地貴子・鈴木裕次・大武義人

C－9 電子線照射したブタジエン系ゴムの弾性特性と化

学変化に関する研究

キヤノン㈱

○小久保慎介・渡辺宏暁・加藤久雄

12月4日（木）（1号館・1階ラウンジ）

（ポスター発表）

発表時間　14：30～15：45（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た架橋高分

子の合成と物性評価

東京工業大学大学院

○澤田　隼・青木大輔・打田　聖・高田十志和

P－2 シクロデキストリン型ロタキサン架橋構造を有す

る架橋高分子の特性

東京工業大学大学院

○飯島圭祐・打田　聖・高田十志和

P－3 室温縮合型シリコーンゴムの合成

信州大学大学院 ○酒井大輝

信州大学 小林正美・村上　泰

P－4 加硫における硫黄結合様式の特性化

京都工芸繊維大学大学院

○宇佐美亮太・安田和敬

ベンチャーラボラトリー トーサン アチタヤ

京都工芸繊維大学大学院 池田裕子

P－5 一軸伸長したアクリル系誘電エラストマーの分子

配向と絶縁破壊強度

神戸大学大学院

○奥　慎太郎・本郷千鶴・小寺　賢・西野　孝

P－6 ポリメタクリル酸メチル-b-ポリアクリル酸アル

キル薄膜における配向挙動

名古屋工業大学大学院 ○島田大輝・山本勝宏

P－7 ジブロック共重合体薄膜中における垂直配向化シ

リンダー構造の膜厚方向の深さ依存性

名古屋工業大学大学院 ○松田明倫・大矢智士

京都工芸繊維大学 櫻井伸一

日東電工㈱ 宮崎　司

名古屋工業大学大学院 山本勝宏

P－8 鉄イオンをドープしたポリスチレン-b-ポリ2-ビニ

ルピリジン薄膜の自発的配向化メカニズムの考察

名古屋工業大学大学院 ○斎藤　樹・岡本貴史

日東電工㈱ 下北啓輔・宮崎　司

名古屋工業大学大学院 山本勝宏

P－9 種々のジイソシアネートが架橋ポリウレタンのナ

ノ構造に与える影響

長崎大学大学院 ○大池浩貴・本九町　卓

九州工業大学 吉永耕二

九州大学 小椎尾　謙・高原　淳

P－10 磁性エラストマーの電気伝導度に及ぼす磁場効果

山形大学大学院 ○金内駿太・米竹孝一郎

新潟大学 三俣　哲・為末真吾・山内　健

P－11 層状構造をもつ磁性エラストマーの磁気粘弾性効
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果

新潟大学大学院 ○小黒　翼・金内駿太

新潟大学 三俣　哲・為末真吾・山内　健

P－12 ゴム材料に添加した含フッ素高分子の分散状態の

評価

兵庫県立工業技術センター

○本田幸司・長谷朝博

九州大学 高原　淳

P－13 CSR微分散PPGを一成分とするポリウレタンの

合成と物性

愛知工業大学大学院 ○早川美智

愛知工業大学 山田英介

㈱カネカ 宮武信雄

P－14 剛直性および屈曲性を制御したマルチブロック共

重合体の構造および物性評価

長崎大学大学院 ○石井裕子・本九町　卓

九州工業大学 吉永耕二

九州大学 小椎尾　謙・高原　淳

東京工業大学大学院 後関頼太・早川晃鏡

P－15 PC/PBAT/ABS系リアクティブブレンド材料の

物性改質に関する研究

滋賀県立大学大学院

○早見純平・徳満勝久・山下義裕・竹下宏樹

滋賀県東北部工業技術センター 神澤岳史

P－16 Role of Non-rubber Components on Mechanical

Properties in NR Clones

京都工芸繊維大学大学院

○Treethip PHAKKEEREE

ベンチャーラボラトリー トーサン アチタヤ

京都工芸繊維大学大学院 池田裕子

P－17 軟骨組織を模した天然ゴムラテックス/骨芽細胞

様MC3T3-E1ナノコンポジットの創製

豊田工業大学 ○下野直希

豊田工業大学大学院 竹下貴之

豊田工業大学 岡本正巳

P－18 溶媒膨潤下ナノ触診AFMによるシリカ充填ゴム

のシリカ界面構造評価

日本ゼオン㈱

○武山慶久・植田英順・山岸英哲

東北大学 梁　暁斌・藤波　想・中嶋　健

P－19 ナノ触診法によるSBR/SiO2界面の評価

旭化成㈱ ○藤本洋子・菊間　淳

旭化成ケミカルズ㈱

早田大祐・井上芳久・松田孝昭・永田員也

P－20 フィラー充填架橋ゴムの伸長シミュレーションに

おけるストラクチャの影響

関東学院大学 ○高杉賢範・柳生裕聖

P－21 アンモニアを触媒に用いたパープロロゴムの架橋

反応

愛知工業大学大学院 ○細井翔馬

愛知工業大学 山田英介

ダイキン工業㈱ 野口　剛

P－22 シリカ配合SBRの加工性指標：換算微分損失正

接

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－23 ゴム材料破壊面の定量解析手法開発

住友ゴム工業㈱ ○前田朋子・河村幸伸

P－24 人工軟骨として用いるPVAハイドロゲルの力学

的特性と潤滑特性

近畿大学大学院 ○森本浩嗣

日本酢ビ・ポパール㈱ 木村佳弘

近畿大学大学院

廣川敬康・渋江唯司・速水　尚

P－25 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（3）マトリクス・架橋樹脂粉界面の制御

による特性変化挙動評価

㈱アシックス

○澤田大輔・宮崎秀行・上村拓郎

原野健一・西脇剛史

P－26 高周波粘弾性評価法によるゴムの物性評価

高周波粘弾性㈱ 小俣順昭

P－27 すべり率によるゴムローラのトライボロジ評価

高周波粘弾性㈱ 小俣順昭

12月5日（金） A会場（12号館・201）

（一般口頭発表）

発表時間　9：20～10：40

［座長］ 池田　裕子　9：20～10：40

A－11 変性SBRの分子量と末端官能基がシリカ配合物

の低燃費性能に及ぼす影響

旭化成ケミカルズ㈱

○井上芳久・松田孝昭・永田員也

旭化成㈱ 村上公也・山崎　悟

首都大学東京

野沢隼人・張� 赫・吉田博久

A－12 ナノ触診AFMによるフィラー充填ゴムの研究II

東北大学

○中嶋　健・梁　暁斌・藤波　想

産業技術総合研究所 森田裕史

A－13 ナノ触診AFMと粗視化シミュレーションを組み

合わせたフィラー充填ゴムの解析研究

産業技術総合研究所 ○森田裕史

防衛大学 萩田克美

東北大学 梁　暁斌・藤波　想・中嶋　健

A－14 非ゴム成分のナノマトリックス構造を有する天然

ゴムのFIB-SEM観察

長岡技術科学大学 ○小杉健一朗・河原成元
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東京工業高等専門学校 山本祥正

12月5日（金） A会場（12号館・201）

（トピックテーマ：架橋）

発表時間　10：45～12：00・14：10～15：25

［座長］ 福森　健三　10：45～12：00

A－15 依頼講演

加硫の変遷と現状

三新化学工業㈱ ○立畠達夫

A－16 依頼講演

ゴムの架橋の一考察

京都工芸繊維大学大学院 ○池田裕子

A－17 依頼講演

ロタキサン構造を架橋点とする新しい架橋高分子

の構築法

東京工業大学大学院 ○高田十志和

［座長］ 高松　成亮　14：10～15：25

A－18 依頼講演

物理・化学架橋を有するポリウレタンエラストマ

ーの構造回復性

九州大学 ○小椎尾 謙・高原　淳

長崎大学大学院 野崎修平

A－19 依頼講演

テラヘルツ光によるゴム加硫反応評価の可能性

久留米工業高等専門学校

○平川靖之・権藤豊彦・渡邊勝宏・森　哲夫

㈱久留米リサーチ・パーク 藤　道治

A－20 依頼講演

熱分解分析法および質量分析法による高分子の架

橋構造解析

名古屋工業大学大学院 ○大谷　肇

12月5日（金） B会場（12号館・202）

（一般口頭発表）

発表時間　9：20～11：00

［座長］ 竹中　幹人　9：20～11：00

B－11 促進暴露試験における水負荷がポリプロピレンの

光劣化に及ぼす影響

（一財）化学物質評価研究機構

○飯塚智則・近藤武志・大武義人

九州大学 田中敬二

B－12 コレステリック液晶エラストマーの刺激応答特性

京都大学大学院 渕上雄太・瀧川敏算

京都工芸繊維大学 ○浦山健治

B－13 粗視化分子動力学法とスリップリンクモデルを活

用した架橋高分子の伸び切り効果の解析

トヨタ自動車㈱ ○諸星　圭

B－14 からみあった高分子系のスリップスプリングモデ

ルの考察

金沢大学 ○畝山多加志

B－15 分子動力学によるゴム膨潤現象の解析方法につい

て

東洋ゴム工業㈱ ○日野　理

12月5日（金） B会場（12号館・202）

（トピックテーマ：量子ビーム）

発表時間　11：05～12：05・14：10～16：10

［座長］ 登阪　雅聡　11：05～11：45

B－16 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

B－17 ペイン効果とゴム充填系の階層構造の相関に関す

る研究

京都大学 ○竹中幹人

山形大学 西辻祥太郎

横浜ゴム㈱ 網野直也・三原　諭

［座長］ 山本　勝宏　11：45～12：05・14：10～14：40

B－18 種々の架橋天然ゴムにおける伸長結晶化のダイナ

ミクス

京都大学 ○登阪雅聡

住友ベークライト㈱ 妹尾政宣

チュラロンコン大学 Poompradub Sirilux

B－19 依頼講演

量子ビームによるガラス形成高分子のダイナミク

ス

京都大学化学研究所 ○金谷利治

京都大学原子炉実験所 井上倫太郎

［座長］ 竹中　幹人　14：40～15：40

B－20 依頼講演

中性子非弾性散乱法によるゴムのダイナミクス解

析

住友ゴム工業㈱ ○増井友美・岸本浩通

B－21 依頼講演

ミュオンスピン緩和法で見るゴムのダイナミクス

高エネルギー加速器研究機構

○竹下聡史・門野良典

住友ゴム工業㈱ 増井友美・若林　昇

高エネルギー加速器研究機構 瀬戸秀紀

［座長］ 山本　勝宏　15：40～16：10

B－22 依頼講演

硬X線光電子分光を用いたゴム－ブラス接着界
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面の解析

横浜ゴム㈱

○網野直也・鹿久保隆志・清水克典

東京工業大学大学院 小澤健一

12月5日（金） C会場（12号館・303）

（トピックテーマ：水素機器用エラストマー材料）

発表時間　9：20～11：55・14：10～16：35

［座長］ 藤原　広匡　9：20～10：05

C－11 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

C－12 依頼講演

脂肪族ナイロンの構造物性相関と結晶相転移

豊田工業大学 ○田代孝二

［座長］ 古賀　敦　10：05～11：05

C－13 高圧水素曝露によるNBRの体積膨張時における

不均一構造の観察

九州大学大学院 ○大山恵子

九州大学 小野皓章・藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

C－14 高圧水素曝露によるNBRの体積増加に及ぼす架

橋及び二トリル量の影響

九州大学 ○小野皓章・藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

C－15 高圧水素曝露によるゴム材料及び添加剤の高次構

造変化のFT-IRを用いた振動分光学的検討

工学院大学

伊藤雄三・○長沼瞭介・新村彩幸・川井忠智

九州大学 藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

［座長］ 西村　伸　11：05～11：55・14：10～14：35

C－16 依頼講演

トヨタ自動車における燃料電池自動車開発の現状

と展望

トヨタ自動車㈱ ○小島康一・渡辺麻美子

C－17 依頼講演

水素ステーションと要素機器

トキコテクノ㈱ ○櫻井　茂

C－18 依頼講演

高圧水素のゴムOリングシールについて

NOK㈱ ○杉山　靖・佐々木憲司・山部匡央

［座長］ 小野　晧章　14：35～15：35

C－19 高圧水素用Oリングのシール耐久性

NOK㈱ ○古賀　敦・山部匡央・内田賢一

九州大学 藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

C－20 水素機器用シール材料のためのNBR汎用品をベ

ースとした配合設計

藤倉ゴム工業㈱ ○堀田　透・須崎祐介

九州大学大学院 西村　伸

C－21 水素ステーション機器用Oリング材料の耐寒性

向上

高石工業㈱ ○高橋　良・闍石秀之

トキコテクノ㈱ 櫻井　茂

九州大学大学院 西村　伸

［座長］ 堀田　透　15：35～16：35

C－22 シリカ配合EPDMの高圧水素曝露による劣化現

象（3）～シランカップリング剤と水素特性の関

係～

（一財）化学物質評価研究機構

○近藤寛朗・仲山和海

九州大学大学院 西村　伸

（一財）化学物質評価研究機構 大武義人

C－23 シリカ配合EPDMの高圧水素曝露による劣化現

象（4）～シランカップリング剤と水素特性の関

係～

（一財）化学物質評価研究機構

○仲山和海・近藤寛朗

九州大学大学院 西村　伸

（一財）化学物質評価研究機構 大武義人

C－24 高圧水素曝露により体積膨張したNBRの粘弾性

に及ぼす水素の影響

九州大学 ○藤原広匡・小野皓章・榎本一之

九州大学大学院 西村　伸


