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〔Ⅰ〕第4回定時社員総会
日　時 5月21日（木）13：30～17：00
会　場 京都工芸繊維大学・60周年記念ホール
1．社員総会（13：30～15：00）
議　案：
第1号議案　2014年度収支決算書類承認の件
第2号議案　2015・2016年度役員選任の件
（報告事項）
1．2014年度事業報告の件
2．2015年度事業計画の件
3．2015年度収支予算の件
表彰式：
第53回ゴム技術有功賞，第62回優秀論文賞，
第70回ゴム技術進歩賞，第7回日本ゴム協会
科学技術奨励賞，第8回CERI若手奨励賞，第6
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21日（木）16：00～17：00
「未来のバイオベースマテリアル」

京都工芸繊維大学　特任教授　木村良晴氏

5月22日（金）13：10～14：10
「理想高分子網目への挑戦」

東京大学　教授　柴山充弘氏

〔Ⅱ〕ミキサー
日　時 5月21日（木）17：15～19：00
会　場 京都工芸繊維大学・60周年記念館2F
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21日（木）・22日（金）
会　場 京都工芸繊維大学

60周年記念館1F・2F
大学センターホール2F

※22日（金）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10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　7,000円（4/10まで）10,500円（4/11以降）
シニア　3,500円（4/10まで） 5,250円（4/11以降）
学生会員2,000円（4/10まで） 3,000円（4/11以降）
会員外 12,960円（4/10まで）19,440円（4/11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2015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/

2015年年次大会・第4回定時社員総会の開催について

会　　期：2015年5月21日（木）・22日（金）

会　　場：京都工芸繊維大学（京都市左京区松ヶ崎橋上町1）

2015年年次大会・第4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4回定時社員総会を来る5月21日（木）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21日（木）・22日（金）の2日間，京都工芸繊維大学・松ヶ崎キャンパスにおいて開催い
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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■2015年年次大会プログラム■

※座長は一部変更の可能性があります

5月21日（木） A会場（60周年記念ホール）

（若手口頭発表）

発表時間　9：30～12：10

［座長］ 佐藤絵里子　9：30～10：50

A－1 2-ヘキシル［3］デンドラレンのアニオン重合と

その置換基効果

長岡技術科学大学大学院 ○高村祐貴

長岡技術科学大学 竹中克彦・戸田智之

滋賀県立大学 竹下宏樹

長岡技術科学大学 宮正　光・塩見友雄

A－2 多官能ニトリルオキシド反応剤の合成と天然ゴム

の無触媒架橋

東京工業大学大学院

○曽川洋光・文字山峻輔・高田十志和

A－3 シリルエチル基の特性を用いた過酸化物による新

規架橋反応

名古屋工業大学大学院

○沢田雅史・奥　淳一

A－4 ブロック共重合体/ホモポリマーブレンドの球状

ミクロ相分離構造が配列して作る格子に関する研

究

高エネルギー加速器研究機構 ○高木秀彰

名古屋工業大学大学院 山本勝宏

［座長］ 西川幸宏　10：50～12：10

A－5 時分割超小角X線散乱法による変形下における

ゴム中フィラーの分散状態の変化に関する研究

山形大学大学院 ○鈴木　翔・西辻祥太郎

京都大学大学院 竹中幹人

A－6 固体界面におけるモデルゴムの凝集状態

九州大学大学院 下村信一朗・○犬束　学

高エネルギー加速器研究機構 山田悟史

九州大学大学院 田中敬二

A－7 低エネルギーX線を用いた微小角入射小角X線

散乱法による薄膜中の相分離構造の深さ分解解析

名古屋工業大学大学院

○斎藤　樹・山本勝宏

A－8 スピンコート成膜過程における直鎖状ポリエステ

ルの薄膜結晶化挙動の追跡

京都工芸繊維大学

○宮元　駿・辻　裕貴・櫻井伸一

理化学研究所 引間孝明

高輝度光科学研究センター 増永啓康

理化学研究所 高田昌樹

京都工芸繊維大学 佐々木園

5月21日（木） B会場（センターホール2F大会議室）

（若手口頭発表）

発表時間　9：30～12：10

［座長］ 佐々木園　9：30～10：50

B－1 ゴム微粒子溶融体の力学特性

京都工芸繊維大学 ○小杉佑樹・浦山健治

㈱カネカ 松岡佳明

B－2 多様な変形モードを用いた多孔質エラストマーの

大変形挙動の解析

京都工芸繊維大学

○井場洋貴・山下　潤・西川幸宏・浦山健治

B－3 コレステリック液晶エラストマーの温度応答特性

京都工芸繊維大学

○永井芙茉・西川幸宏・浦山健治

東北大学 梁　暁斌・中嶋　健

B－4 ナノ触診AFMによるPP/EPDM系TPVの研究

東北大学 ○梁　暁斌

岡山県工業技術センター 岩蕗　仁

東北大学 藤波　想・伊藤万喜子・中嶋　健

［座長］ 藤波　想　10：50～12：10

B－5 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ブロック共重合体試料の

グレイン解析

京都工芸繊維大学大学院

○大野木博・原田俊昌・一色俊之

佐々木園・櫻井伸一

B－6 Network mmrphologies of triblockcopolymer

melts

京都大学大学院

○王　怡今・竹中幹人・長谷川博一

B－7 分子動力学法によるペイン効果とフィラー分散構

造の関係に関する研究

東洋ゴム工業㈱

○鷺谷　智・狩野康人・日野　理

B－8 時分割小角X線散乱によるブロック共重合体溶

液の蒸発過程におけるミクロ相分離構造形成過程

の解析

京都工芸繊維大学大学院

○奥村真大・富田翔伍

高エネルギー加速器研究機構

五十嵐教之・清水伸隆

京都工芸繊維大学大学院 佐々木園・櫻井伸一
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5月21日（木） C会場（60周年2F大セミナー室）

（若手口頭発表）

発表時間　9：30～12：30

［座長］ 浦山健治　9：30～10：30

C－1 In situ蛍光法硫黄XANES測定によるゴムの加硫

の特性化，2

京都工芸繊維大学大学院 ○岸　亮太

京都工芸繊維大学VL Tohsan Atitaya

京都工芸繊維大学大学院 安田和敬・池田裕子

立命館大学SRセンター 小川雅裕・大田俊明

C－2 低立体規則性ポリプロピレンエラストマーの弾性

回復挙動解析

出光興産㈱ ○闍橋遼平・武部智明

山形大学大学院 西辻祥太郎

KT POLYMER 金井俊孝

C－3 エラストマーに対する高分子ロタキサンの添加効

果（Ⅱ）

（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

［座長］ 西野　孝　10：30～11：30

C－4 天然ゴムの加硫に関する研究，1

京都工芸繊維大学大学院 ○森本莉恵

京都工芸繊維大学VL Tohsan Atitaya

京都工芸繊維大学大学院 池田裕子

C－5 低温下におけるジエン系加硫ゴムのオゾン劣化メ

カニズムと対策に関する研究

（一財）化学物質評価研究機構

○岩瀬由佳・進藤　徹・大武義人

長岡技術科学大学 河原成元

C－6 熱酸化劣化したシリコーンゴムの構造解析

（一財）化学物質評価研究機構

○坂崎太我・三輪怜史・大武義人

［座長］ 山本勝宏　11：30～12：30

C－7 前処理を行ったパーフ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

C－8 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からなるBCC格子の配向

が与える転移後のシリンダー構造の配向への影響

（1）

京都工芸繊維大学大学院 ○富田翔伍

高エネルギー加速器研究機構

五十嵐教之・清水伸隆

京都工芸繊維大学大学院 佐々木園・櫻井伸一

C－9 合体によるシリンダー構造への転移が可能な非平

衡な球状ドメインを用いたシリンダー構造の配向

制御―延伸固定状態での熱処理（2）

京都工芸繊維大学大学院 ○富田翔伍

高エネルギー加速器研究機構

五十嵐教之・清水伸隆

京都工芸繊維大学大学院 佐々木園・櫻井伸一

5月21日（木）（60周年記念ホール1階ラウンジ）

（ポスター発表）

15：00～16：00（オブリゲーションタイム）

P－1 軸成分の異なるロタキサン架橋剤を用いた超分子

架橋体の合成と物性評価

東京工業大学大学院

○澤田　隼・青木大輔・高田十志和

P－2 ポリTHF鎖を有する超分子架橋剤を用いるロタ

キサン架橋ポリマーの合成とその特性

東京工業大学大学院

○飯島圭祐・青木大輔・打田　聖・高田十志和

P－3 ニトリルオキシド含有オルソゴナル反応剤を用い

た天然ゴムの無触媒・無溶媒表面修飾

東京工業大学

○チアウチャン スミトラー・曽川洋光

打田　聖・高田十志和

P－4 チタノセンジクロリドを用いた乳化重合によるポ

リイソプレンの合成

関東学院大学 ○山岸優哉・香西博明

P－5 シリルエチル基の特性を用いた過酸化物による新

規架橋反応

名古屋工業大学大学院 ○沢田雅史・奥　淳一

P－6 低エネルギーX線を用いた微小角入射小角X線

散乱法による薄膜中の相分離構造の深さ分解解析

名古屋工業大学大学院 ○斎藤　樹・山本勝宏

P－7 ブロック共重合体/ホモポリマーブレンドに見ら

れる共連続ダブルダイヤモンド型相分離構造

名古屋工業大学大学院 ○安藤博諒・山本勝宏

P－8 鉄イオンを添加したポリスチレン-b-ポリ2ビニル

ピリジン薄膜中の相分離構造の配向化挙動

名古屋工業大学大学院

○岡本貴史・斎藤　樹・山本勝宏

P－9 ゴム微粒子溶融体の力学特性

京都工芸繊維大学 ○小杉佑樹・浦山健治

㈱カネカ 松岡佳明

P－10 多様な変形モードを用いた多孔質エラストマーの

大変形挙動の解析

京都工芸繊維大学

○井場洋貴・山下　潤・西川幸宏・浦山健治

P－11 コレステリック液晶エラストマーの温度応答特性

京都工芸繊維大学

○永井芙茉・西川幸宏・浦山健治

東北大学 梁　暁斌・中嶋　健
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P－12 共振回路を接続したPVDFフィルムの固有振動

数近傍での吸音特性

東京工業大学大学院

○赤坂修一・大友俊輔・浅井茂雄

P－13 LATS下におけるシリカ配合SBRの非線形粘弾

性

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－14 フォトンファクトリーを利用した高分子材料解析

と産業利用

高エネルギー加速器研究機構

○高木秀彰・清水伸隆・五十嵐教之

森　丈晴・西條慎也・大田浩正

永谷康子・谷田部景子・古室昌徳

野村昌治

P－15 粒子共存重合法による高分子表面機能化シリカフィ

ラーを用いた省燃費タイヤトレッドゴムの力学特

性改良（1）

東北大学 ○有田稔彦

横浜ゴム㈱ 岡松隆裕

P－16 ソフト成分を微粒子分散PPGとするポリウレタ

ンの合成と物性

愛知工業大学 ○早川美智・山田英介

㈱カネカ 宮武信雄

P－17 粗視化分子動力学法を用いたフィラー充填系ゴム

の大変形シミュレーションに関する研究

㈱ブリヂストン ○田澤晴列・島　広志

P－18 マイクロ波加熱によるゴムの加硫

滋賀県立大学 ○山下義裕

東京工業大学 塩谷拓也

滋賀県立大学 徳満勝久

P－19 ラジカル発生試薬存在下におけるジエン系ポリマ

ーの分解挙動

関東学院大学大学院 ○菅野　翔

関東学院大学 香西博明

P－20 植物油脂を用いた多官能アクリレートの合成およ

び性質

関東学院大学 ○内田　希・香西博明

P－21 ゴムの高周波粘弾性評価装置とトライボロジー

高周波粘弾性㈱ ○小俣順昭

5月22日（金） A会場（60周年記念ホール）

（配合と練り・招待講演）

発表時間　9：30～11：40

［座長］ 岡本正巳　9：30～10：30

A－10 依頼講演

ゴム中でのシリカの分散機構に関する研究

横浜ゴム㈱ 網野直也

A－11 依頼講演

成形加工から見た配合の現状と課題（配合技術研

究分科会より）

横浜ゴム㈱ 鹿久保隆志

［座長］ 池田裕子　10：40～11：40

A－13 招待講演

ゴムの非線形粘弾性挙動と加工性

アクロン大学 中島伸之

5月22日（金） A会場（60周年記念ホール）

（医療用ゴム）

発表時間　14：20～16：20

［座長］ 山下義裕　14：20～14：50

A－15 依頼講演

医療教育用シミュレータに求められる材料

㈱京都科学 ○山根宗昭

［座長］ 竹中幹人　15：00～16：20

A－17 天然ゴムラテックスの細胞毒性と組織工学への応

用

豊田工業大学大学院 ○岡本正巳

豊田工業大学 下野直希

豊田工業大学大学院 竹下貴之

A－18 タンパク質を除去することによる精製天然ゴムの

調製

東京工業高等専門学校

○福原吏奈・宮野　快・山本祥正・石井宏幸

長岡技術科学大学 河原成元

A－19 タンパク質フリー天然ゴムの調製

長岡技術科学大学 ○河原成元

東京工業高等専門学校 山本祥正

長岡技術科学大学 Nurul Hayati binti Yusof

A－20 天然ゴムの脱タンパク質化技術

長岡技術科学大学 ○河原成元

東京工業高等専門学校 福原吏奈・山本祥正

長岡技術科学大学 Nurul Hayati binti Yusof

5月22日（金） B会場（センターホール2F大会議室）

（バイオベースエラストマー・一般口頭）

発表時間　9：30～10：30

［座長］ 櫻井伸一　9：30～10：00

B－10 依頼講演

バイオトランスポリイソプレン（トチュウエラス

トマー獏）の開発

日立造船㈱ ○武野真也・柚木功
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武野 ジュムティー カノクワン

山口修平・梶浦裕之・鈴木伸昭

大阪大学大学院 宇山　浩

日立造船㈱ 中澤慶久

［座長］ 長谷朝博　10：10～10：30

B－12 鉄イオン添加により誘起されるポリスチレン-b-

ポリ（2-ビニルピリジン）THF溶液中での相分離

構造

名古屋工業大学

○山本勝宏・岡本貴文・斎藤樹

5月22日（金） B会場（センターホール2F大会議室）

（一般口頭）

発表時間　14：20～16：20

［座長］ 西村　伸　14：20～15：20

B－15 光学反射測定に基づく非溶媒/ポリイソプレン界

面のキャラクタリゼーション

九州大学大学院

堀耕一郎・○春藤淳臣・松野寿生

西日本高速道路㈱ 福永靖雄

九州大学大学院 田中敬二

B－16 ポリウレタンエラストマーの力学変形後の構造回

復性への一次構造の影響

九州大学 ○小椎尾謙・野崎修平・高原　淳

B－17 膨潤したランダム架橋ゲルの破壊挙動の特異性

（1）

京都工芸繊維大学

三嶋良輔・○浦山健治・櫻井伸一

［座長］ 中嶋　健　15：20～16：20

B－18 膨潤したランダム架橋ゲルの破壊挙動の特異性

（2）小角X線散乱による構造解析

京都工芸繊維大学大学院

三嶋良輔・浦山健治・○櫻井伸一

B－19 粒子共存重合法による高分子表面機能化シリカフィ

ラーを用いた省燃費タイヤトレッドゴムの力学特

性改良（1）

東北大学 ○有田稔彦

横浜ゴム㈱ 岡松隆裕

B－20 省燃費タイヤトレッドゴム用表面機能化シリカフィ

ラーの粒子共存重合法による製造（2）

東北大学 ○有田稔彦

5月22日（金） C会場（60周年2F大セミナー室）

（一般口頭）

発表時間　9：30～10：30・14：20～16：20

［座長］ 小椎尾謙　9：30～10：30

C－10 架橋天然ゴムに与えた歪みと伸長結晶化速度の関

係

京都大学 ○登阪雅聡

Ecole Centrale de Nantes GROS Alice

Chulalongkorn Univ.

POOMPRADUB Sirilux

住友ベークライト㈱ 妹尾政宣

C－11 ポリ（3-ヒドロキシブチレート）薄膜の溶融状態か

らの等温結晶化挙動

京都工芸繊維大学大学院

干場次朗・宮元　駿・辻　裕貴・櫻井伸一

理化学研究所 引間孝明

高輝度光科学研究センター 増永啓康

理化学研究所 高田昌樹

九州大学 平井智康・高原　淳

京都工芸繊維大学大学院 ○佐々木園

C－12 Influence of 3-hydroxyhexanoate content on

melt viscosity in the near-surface region of poly

（3-hydroxybutyrate-co-3hydroxyhexanoate）

京都工芸繊維大学

○Md. Amran Hossain・Junichiro Hasegawa

Shinichi Sakurai・Hideki Yamane

Sono Sasaki

［座長］ 藤波　想　14：20～15：20

C－15 分子動力学による架橋ゴムにおける平衡膨潤度と

弾性率の関係に関する研究

東洋ゴム工業㈱ ○日野　理

C－16 粗視化モデルの視点におけるフィラー近傍の高分

子鎖の解析

産業技術総合研究所 ○森田裕史

C－17 高圧水素用Oリングのシール耐久性に及ぼすフィ

ラー配合量の影響

NOK㈱ ○古賀　敦

九州大学 藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

［座長］ 森田裕史　15：20～16：20

C－18 促進暴露試験における光と水による相乗効果が

PPの劣化に及ぼす影響

（一財）化学物質評価研究機構

○飯塚智則・近藤寛朗・大武義人

九州大学大学院 田中敬二

C－19 シリカ配合EPDMの高圧水素曝露による劣化現

象（5）

（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－20 AFM/LFMによるエラストマーの単一接触点の
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摩擦と凝着の研究

東北大学 ○藤波　想・中嶋　健

5月22日（金） D会場（60周年2F小セミナー室）

（一般口頭）

発表時間　14：20～16：20

［座長］ 登阪雅聡　14：20～15：20

D－15 ナノ触診AFMによるエラストマー不均一構造の

解析V

東北大学 ○中嶋　健・熊谷明美

岡山県立工業技術センター 岩蕗　仁

東北大学 伊藤万喜子・藤波　想

D－16 AFMによるフィラー界面の粘弾性解析

東北大学 ○伊藤万喜子・藤波　想・中嶋　健

D－17 ブロックコポリマーのモルフォロジーが力学物性

に及ぼす影響

東北大学 ○熊谷明美・藤波　想・中嶋　健

［座長］ 長谷朝博　15：20～16：20

D－18 カーボンブラック配合NBRの水素特性評価

九州大学 ○藤原広匡・榎本一之

九州大学大学院 西村　伸

D－19 水素機器用エラストマー材料研究分科会活動報告

（3）

九州大学 ○西村　伸

D－20 アクリロニトリルブタジエンゴムの水素溶解特性

と高次構造変化機構へ及ぼす影響

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


