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■プログラム■

12月3日（木） A会場（国際会議室）

（若手口頭発表）

発表時間　10：20～11：40・12：50～14：10

［座長］ 藤原広匡　10：20～11：40

A－1 結晶性を有するブタジエン―プロピレン交互共重

合体の合成

JSR㈱ ○橋本あゆみ・松本昭一・曽根卓男

A－2 親水基量の異なるCSR分散PPG/TPUの合成と

物性

愛知工業大学 ○早川美智・山田英介

特別講演

12月3日（木）16：00～17：00（国際会議室）

「ブリヂストンの材料開発　～安心・安全性の実現に向け

て～」

株式会社ブリヂストン 中央研究所　芥川　恵造氏

12月4日（金）12：50～13：50（国際会議室）

「Preparation and characterization of various

nano-materials under non-classical condition

and their application」

Sahmyook University（Korea）Prof. Weon Bae Ko

参加登録

HPの登録フォームからお申し込みください．早期登録期

限は10月30日（金）となりますので，期日までにお申し

込みください．

登録費

正会員　　　7,000円（10/30まで）

10,500円（10/31以降）

シニア　　　3,500円（10/30まで）

5,250円（10/31以降）

学生会員　　2,000円（10/30まで）

3,000円（10/31以降）

会員外　　 12,960円（10/30まで）

19,440円（10/31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27回エラストマー討論会のご案内

会　　期：2015年12月3日（木）・4日（金）

会　　場：北九州国際会議場（北九州市小倉北区浅野3丁目9番30号）

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・日本接着学会・日本レオロジー学会

（予　定） 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．
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㈱カネカ 宮武信雄

A－3 アンモニアを触媒に用いたパーフロロゴムの物性

評価

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

A－4 湿度コントロール下における加硫ゴムのオゾン劣

化挙動

（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

［座長］ 古達浩史　12：50～14：10

A－5 シリカ充頡エラストマーの流動挙動

住友ゴム工業㈱

○本田慎一郎・河村幸伸・多田俊生

A－6 すべりが生む柔軟な接触部の動特性の変化

横浜国立大学 ○竹島一帆

㈱ブリヂストン 藤原　修・清水明禎

横浜国立大学 中野　健

A－7 大気圧プラズマにより表面処理した架橋ゴムの接

着性

㈱アシックス

○岩下直人・澤田大輔・宮崎秀行

上村拓郎・原野健一・西脇剛史

A－8 脱酢酸処理-DSC法によるEVA/Olefinブレンド

架橋発泡体の定性分析

㈱アシックス

○吉村あや・原野健一・西脇剛史

12月3日（木） B会場（21会議室）

（若手口頭発表）

発表時間　10：20～11：40・12：50～14：10

［座長］犬束　学　10：20～11：40

B－1 熱可塑性エラストマーフィルムの一軸延伸に伴う

構造と物性の変化―応力ひずみ曲線と二次元小角

X線散乱の同時測定

京都工芸繊維大学大学院 ○富田翔伍

兵庫県立大学 李　雷・漆原良昌・桑本滋生

京都工芸繊維大学大学院 佐々木園・櫻井伸一

B－2 熱可塑性エラストマーフィルムの一軸延伸固定状

態での熱処理にともなうナノ構造の変化の2次元

小角X線散乱による解析

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

B－3 時分割超小角X線散乱法による変形下における

フィラーの階層構造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

B－4 ブロック共重合体/ホモポリマーブレンドにおけ

る球状ミクロ相分離構造が作るFrank-Kasperの

σ相に関する研究

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］ 渡邊勝宏　12：50～14：10

B－5 架橋ポリイソプレン薄膜の凝集構造における界面

の効果

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

B－6 シリカ配合EPDMの熟成による影響

（一財）化学物質評価研究機構

○町田悟史・近藤寛朗・大武義人

九州大学大学院 田中敬二

B－7 ポリウレタンの溶融結晶化による球晶形成と力学

特性

東京農工大学

○末永亜貴子・近藤　光・柳原　友・斎藤　拓

B－8 放射光小角X線散乱・広角X線回折法に基づく

伸長解放後のポリウレタンエラストマーの凝集構

造の回復性

九州大学大学院 ○野崎修平

九州大学 小椎尾謙・高原　淳

12月3日（木） C会場（11会議室）

（若手口頭発表）

発表時間　10：20～11：40・12：50～14：30

［座長］ 権藤豊彦　10：20～11：40

C－1 固体界面におけるポリイソプレンの凝集構造と分

子鎖熱運動性

九州大学大学院

○杉本　晋・犬束　学・田中敬二

C－2 汎用ゴムを用いた弾性率が可変な磁気粘弾性材料

の検討

㈱明治ゴム化成

○樋口　峰・加藤甫規・榊原正明・寺嶋隆史

金沢大学 小松闢俊彦

C－3 分子動力学を用いたフィラー充頡ゴムにおける粘

弾性とフィラー分散の関係についての研究

東洋ゴム工業㈱

○鷺谷　智・狩野康人・日野　理

C－4 フィラー充頡ゴムの非線形粘弾性の支配因子

長岡技術科学大学大学院

○戸田裕美・五十野善信
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［座長］ 野見山加寿子　12：50～14：30

C－5 応力発光体を用いたアクリロニトリルブタジエン

ゴムの局所応力および局所ひずみ測定

九州大学大学院 ○山根　晋

九州大学 小野皓章・榎本一之・藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

C－6 Oリング変形挙動の可視化

九州大学大学院 ○杉田晃輝・山口哲生

九州大学 藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

C－7 硫黄架橋及び過酸化物架橋ゴム材料に対する高圧

水素曝露後の高次構造変化のFT-IRによる解析

工学院大学大学院

伊藤雄三・○長沼瞭介・川井忠智

九州大学大学院 藤原広匡・西村　伸

C－8 トラウザー試験によるブタジエン系ゴムにおける

引裂挙動への架橋密度の影響

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－9 自己修復性ゲルの力学モデル：可逆架橋の解離・

再結合ダイナミクスとヒステリシス

ESPC

○眞弓皓一・成田哲治・Costantino Creton

University of Colorado Rong Long

Cornell University Chung-Yuen Hui

12月3日（木） （サブホワイエ）

（ポスター発表）

発表時間　14：40～15：50（オブリゲーションタイム）

P－1 結晶性を有するブタジエン―プロピレン交互共重

合体の合成

JSR㈱ ○橋本あゆみ・松本昭一・曽根卓男

P－2 光反応性部位を有する安定ニトリル-N-オキシド

反応剤用いる汎用高分子の無触媒架橋

東京工業大学大学院

○チアウチャン スミトラー

曽川洋光・高田十志和

P－3 散乱法を用いたメタロセンEPDMの構造解析と

その物性

三井化学㈱

○三田一樹・内田公典・宍戸啓介

有野恭巨・菊地善治・市野光太郎

P－4 チオール選択分解／パルスNMR法によるEPDM

ゴムの架橋構造分析

豊田合成㈱

○赤神　博・山田隆男・鈴木智子

渡辺健市・北瀬　恵・洲崎晃嘉

P－5 末端機能化SBR/フィラー系加硫物の延伸下にお

けるフィラー凝集構造の解析

JSR㈱ ○曽根卓男・畠添拓実・冨永哲雄

P－6 粒子共存重合法による高分子によるナノセルロー

スの表面機能化

東北大学 ○有田稔彦

P－7 放射光小角X線散乱・広角X線回折法に基づく

伸長解放後のポリウレタンエラストマーの凝集構

造の回復性

九州大学大学院 ○野崎修平

九州大学 小椎尾謙・高原　淳

P－8 ゲル法シリカを配合した非架橋ゴムの塑性変形性

東京都立産業技術研究センター

○飛澤泰樹・小沼ルミ・村上祐一

P－9 環動ゲルの破壊メカニズム

東京大学大学院

○眞弓皓一・角野宏和・加藤和明

横山英明・伊藤耕三

P－10 フィラー充頡ゴムの非線形粘弾性の支配因子

長岡技術科学大学大学院

○戸田裕美・五十野善信

P－11 粘弾性挙動の異なる架橋発泡体における積層構造

設計指針（2）

㈱アシックス

○山出貴士・磯部真志・原野健一・西脇剛史

P－12 含フッ素共重合体添加によるゴム材料のぬれ性制

御

兵庫県立工業技術センター

○本田幸司・長谷朝博

P－13 タウンシューズの耐滑性についての検討（その1）

（一財）化学物質評価研究機構

○的場純一・吉本知己・百武健一郎

P－14 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（Ⅱ）

久留米工業高等専門学校

○神野拓也・上野山達也・宮原駿範

闍木奈津美・野田牡馬・渡邊勝宏・権藤豊彦

P－15 ポリウレタン系接着剤の加水分解におけるゴム被

着体の影響

㈱アシックス

○澤田大輔・大闢　隆・原野健一・西脇剛史
P－16 成形加工時の劣化検出に関する検討

（一財）化学物質評価研究機構

○生永由香里・仲山和海・大武義人

P－17 生体活性化ラテックス/骨芽細胞様MC3T3-E1ナ

ノコンポジットの創成

豊田工業大学 ○古谷　充

豊田工業大学大学院

山碕一透・堂村亮太・岡本正巳

P－18 自転・超音波式ナノ分散機を用いたSBR中への

CNTの分散性評価

㈱シンキー 高塚隆之・○生田太郎
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12月3日（木） A会場（国際会議室）

（特別講演）

［座長］ 田中敬二　16：00～17：00

特別講演①

ブリヂストンの材料技術開発　～安心・安全社会

の実現に向けて～

（株）ブリヂストン 芥川恵造氏

12月4日（金） A会場（国際会議室）

（トピックテーマ：摩擦・摩耗）

発表時間　9：40～11：45

［座長］ 岩井智昭　9：40～10：55

A－9 依頼講演

ラビリンス構造により表面低摩擦化したフッ素ゴ

ム

ダイキン工業㈱ ○土井迪子

A－10 依頼講演

水素中のゴムの滑り出し及び往復動下の摩擦と表

面損傷の観察

九州大学大学院 田中宏昌

九州大学 岡田和三

九州大学大学院 山口哲生・○杉村丈一

A－11 依頼講演

氷とゴム（タイヤ）の摩擦

産業技術総合研究所 ○二瓶光弥

［座長］ 二瓶光弥　10：55～11：45

A－12 依頼講演

X線イメージング法を用いたゴム摩擦時の亀裂進

展解析

横浜ゴム㈱ ○築島　新・網野直也

金沢大学大学院 岩井智昭

A－13 依頼講演

ゴムベルトの全体すべりを支配する様々な破壊フ

ロント

横浜国立大学 ○中野　健・竹島一帆

㈱ブリヂストン 前田晋平・和氣充幸

12月4日（金） A会場（国際会議室）

（特別講演）

［座長］ 西村　伸　12：50～13：50

特別講演②

Preparation and characterization of various

nano-materials under non-classical condition and

their application

Sahmyook University（Korea）

Prof. Weon Bae Ko

12月4日（金） A会場（国際会議室）

（一般口頭発表）

発表時間　14：00～16：20

［座長］ 藤原広匡　14：00～15：00

A－15 水素機器用エラストマー材料研究分科会活動報告

（4）～高圧水素ガス用シール開発状況～

NOK㈱ ○古賀　敦

A－16 耐水素用EPDM製Oリングの高圧水素による耐

久試験について

闍石工業㈱ ○高橋　良・闍石秀之

日立オートモティブシステムズメジャメント㈱

櫻井　茂

九州大学大学院 西村　伸

A－17 シリカ配合EPDMの高圧水素曝露による劣化現

象（6）～繰り返し曝露による物理的・化学的劣

化～

（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

［座長］ 古賀　敦　15：00～16：20

A－18 高圧水素曝露後におけるアクリロニトリルブタジ

エンゴムの小角Ⅹ線散乱法を用いた不均一構造解

析

九州大学 ○大山恵子・藤原広匡

九州大学大学院 西村　伸

A－19 高圧水素曝露によりフィラー配合NBR中に含浸

した水素の状態とフィラーの影響

九州大学

○藤原広匡・吉原秀一・田中史浩・榎本一之

九州大学大学院 西村　伸

A－20 高圧透過試験法を用いたアクリロニトリルブタジ

エンゴムの水素特性評価

九州大学 ○藤原広匡・泉　義徳

九州大学大学院 西村　伸

A－21 中・低圧水素ガスによる都市ガス配管材料の劣化

挙動

（一財）化学物質評価研究機構

○近藤寛朗・仲山和海・町田悟史・大武義人

12月4日（金） B会場（21会議室）

（一般口頭発表）

発表時間　9：40～11：40・14：00～15：20

［座長］ 立畠達夫　9：40～10：40

B－9 水素結合性溶融鎖とガラス状ドメインからなるブ

ロック共重合体超分子エラストマーの調製
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名古屋大学大学院

○野呂篤史・林　幹大・松下裕秀

B－10 エラストマーにおけるロタキサン架橋の機能発現

機構

東京工業大学大学院

澤田　隼・青木大輔・○高田十志和

B－11 固体33Sおよび67Zn-NMRによる加硫反応解析

東洋ゴム工業㈱ ○宇川仁太

ブルカー・バイオスピン㈱ 木村英昭

［座長］ 高橋良彰　10：40～11：40

B－12 EHD対流を用いたナノダイヤネットワーク形成

における作成条件の影響

東京工業大学大学院 ○赤坂修一・森田啓介

埼玉大学大学院 藤森厚裕

東京工業大学大学院 浅井茂雄

B－13 数種のゴムに関する力学熱量効果の測定と解析

（1）～原理と実験装置～

クラーク記念国際高等学校 ○松尾隆祐

大阪大学大学院 東　信晃

B－14 数種のゴムに関する力学熱量効果の測定と解析

（2）～天然ゴム，PDMSゴム，EPゴムの実験結

果と解析～

クラーク記念国際高等学校 ○松尾隆祐

大阪大学大学院 東　信晃

［座長］ 本九町卓　14：00～15：20

B－15 末端変性スチレンブタジエンゴム配合物の大規模

粗視化分子動力学シミュレーション

JSR㈱ ○冨永哲雄・畠添拓実・曽根卓男

産業技術総合研究所 森田裕史

防衛大学校 萩田克美

B－16 粗視化分子動力学シミュレーションによるフィラ

ー界面近傍の解析

産業技術総合研究所 ○森田裕史

B－17 粗視化シミュレーションによる架橋ゴム材料にお

ける伸長応力の速度依存性解析

関東学院大学 ○柳生裕聖

B－18 分子動力学による架橋ゴムの伸長に伴う自由エネ

ルギー変化の評価法に関する研究

東洋ゴム工業㈱ ○日野　理


