
（ 47 ） 会告　4 4 3

第30回エラストマー討論会のご案内

　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同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．

　今回はトピックテーマとして「植物由来・生分解」と「中堅・中小ゴム企業の取り組みと強み」を設けました．また，好

評の「ゴム理論入門コース」では，2件の招待講演をいただきます．多くの皆さまのご参加をお待ちしております．

 

会　　期：2019年12月9日（月）・10日（火）

会　　場：大田区産業プラザPiO（東京都大田区南蒲田1丁目20-20）

協賛団体：高分子学会　繊維学会　日本化学会　日本材料学会　日本接着学会　日本トライボロジー学会　

（予　定）　日本複合材料学会　日本レオロジー学会　プラスチック成形加工学会　マテリアルライフ学会（順不同）

 

特別講演

12月9日（月）15：50 ～ 16：50

「Current challenges in rubber modelling: filler floccula-

tion kinetics and self-healing network properties」

 ドレスデン工科大学　Prof. Gert Heinrich

12月10日（火）13：00 ～ 14：00

「ゴムのトラブル事例と対策」

 長岡技術科学大学　客員教授　大武 義人 氏

招待講演

12月10日（火）9：40 ～ 10：40

「今さら聞けないゴムの化学～ SBR・BRの合成，製造」

 ETIC Inc.　服部 岩和 氏

「今さら聞けない加硫ゴムの物理試験方法」

 （一財）化学物質評価研究機構　伊東 寛文 氏

参加登録

　HPの登録フォームからお申込みください．

登録費

正会員　　8,000円　（11/1まで）（11/2以降）12,000円

シニア　　4,000円　（11/1まで）（11/2以降）　6,000円

学生会員　3,000円　（11/1まで）（11/2以降）　4,000円

会員外　 14,300円　（11/1まで）（11/2以降）19,800円

※会員は不課税，会員外は課税となります．

名誉会員の方は登録費はご不要ですが，ご登録が必要と

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．

　また，個人会員でない方はご入会も必要です．

　☆ポスター発表の製品紹介は賛助会員でも可能です．

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，多数の参加をお待ちしております．

参加費

一般　（シニアを含む）6,000円　（当日申込）7,000円

学生2,000円　（当日申込）3,000円

名誉会員とシルバー会員の方はご招待ですが，お申込みが

必要となります．

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

今年は『交通至便な京急蒲田』で開催！
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■プログラム■
12月9日（月）　A会場（コンベンションホール鶯）

（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 12：00

［座長］　盛島泰正　10：00 ～ 11：00
A－1 選択溶媒を用いたブロック共重合体のミクロ相分

離構造のモルホロジー制御
京都工芸繊維大学大学院 ○伊藤悠真
高エネルギー加速器研究機構
 高木秀彰・清水伸隆
高輝度光科学研究センター 増永啓康
京都工芸繊維大学 櫻井伸一

A－2 ナノ触診AFMによる反応誘起型ポリマーアロイ
の物性研究3

東京工業大学
 ○原　光貴・梁　暁斌・伊藤万喜子・中嶋　健
㈱カネカ 宮藤　聖

A－3 ラメラ状ミクロ相分離構造を形成するSBSトリ
ブロック共重合体の一軸延伸によるキンク形成と
応力－ひずみ曲線との関連性

京都工芸繊維大学大学院 ○田中塁登
高エネルギー加速器研究機構
 高木秀彰・清水伸隆
京都工芸繊維大学 櫻井伸一

［座長］　戸知光喜　11：00 ～ 12：00
A－4 有限要素法シミュレーションによるブレンドゴム

の構造物性相関に関する研究
先端素材高速開発技術研究組合
 ○糸見　健・窪内　翔・山本亮太
産業技術総合研究所 森田裕史・堀内　伸

A－5 架橋点の可動性がゲルの力学物性へ与える効果
東京大学大学院
 ○保田侑亮・眞弓皓一・横山英明・伊藤耕三
産業技術総合研究所 戸田昌利・森田裕史

A－6 多軸変形からみた包接率の異なるポリロタキサン
ゲルの大変形挙動

京都工芸繊維大学大学院 ○青山拓磨
東京大学大学院 加藤和明・伊藤耕三
京都工芸繊維大学 浦山健治

12月9日（月）　B会場（コンベンションホール梅）
（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 12：20

［座長］　末安知昌　10：00 ～ 11：00
B－1 FIB-SEMによるシリカ充塡SBR中のフィラー凝

集形態の解析
JSR㈱
 ○山本亮太・森下和哉・千賀寛文・冨永哲雄
防衛大学校 萩田克美
東北大学 陣内浩司

B－2 時分割超小角X線散乱法を用いた一軸延伸下での
SBR中Silicaの分散状態の変化と応力の関係

山形大学大学院 ○大友　真・西辻祥太郎
横浜ゴム㈱ 網野直也
京都大学化学研究所 竹中幹人

B－3 ナノ触診原子間力顕微鏡による伸長下におけるフ
ィラー充塡ゴムの挙動研究

東京工業大学
 ○沖永祐樹・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健
TOYO TIRE㈱ 遠藤竜也

［座長］　茶端洋平　11：00 ～ 12：20
B－4 混練要素がゴム中のシランカップリング剤の反応

に及ぼす影響
㈱神戸製鋼所
 ○岡本幸也・渡邉詩織・西田美佳

B－5 カップリング剤を配合したナノダイヤモンド複合
天然ゴムの調製と物性

長岡技術科学大学 ○渡部健人・河原成元
住友化学㈱ 能島士貴

B－6 電気流体力学的対流を用いたナノダイヤモンドネ
ットワーク構造の形成メカニズムの検討

東京工業大学
 ○庭野幹生・赤坂修一・浅井茂雄

B－7 ガンマ線照射によるEPDMの物性改質技術の研究
滋賀県立大学大学院 ○金谷敦史・竹下宏樹
㈱コーガアイソトープ 廣庭隆行・松本　敦
滋賀県立大学 徳満勝久

12月9日（月）　C会場（特別会議室）
（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 12：20

［座長］　高松成亮　10：00 ～ 11：00
C－1 亜鉛のK吸収端近傍における異常散乱を用いたゴ

ムの階層構造に関する研究
京都大学大学院 ○渡辺　幸
山形大学大学院 西辻祥太郎
京都大学化学研究所 竹中幹人

C－2 STXM測定による硫黄架橋イソプレンゴムの特
性化

京都工芸繊維大学大学院
 ○宮地皓佑・榊　優太
京都工芸繊維大学 池田裕子

C－3 ゴムNMR法を用いた加硫配合天然ゴムの構造解
析と物性

長岡技術科学大学 ○山野将輝・河原成元
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［座長］　網野直也　11：00 ～ 12：20
C－4 亜鉛複核錯体によるイソプレンゴムの加硫機構

京都工芸繊維大学大学院
 ○榊　優太・宮地皓佑
マヒドン大学 Junkong Preeyanuch
京都工芸繊維大学
 大橋　巧・小林久芳・池田裕子

C－5 ABSの超促進耐候性評価に関する研究
（一財）化学物質評価研究機構
 〇富松佑太・飯塚智則・伊東寛文

C－6 ポリエステル系可塑剤を添加した軟質PVC樹脂
の高温高湿劣化特性

三菱電機㈱ ○塙　勇太郎
C－7 低酸素濃度における間葉系幹細胞の軟骨分化：天

然ゴムラテックス添加軟骨組織の構造と物性
豊田工業大学大学院 ○木下雅也・岡本祐樹・
 岡本正巳

12月9日（月）　D会場（小展示ホール）
（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 12：20

［座長］　井上元博　10：00 ～ 11：00
D－1 原子間力顕微鏡による粘弾性ゴムの定量的解析に

関する研究
東京工業大学
 〇関根　慧・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

D－2 可聴域のLamb波を用いた織物の弾性率評価
東京工業大学
 ○西川晃司・赤坂修一・浅井茂雄
実践女子大学 牛腸ヒロミ

D－3 ゴムの射出成形における材料流動挙動と成形加工性
㈱アシックス
 ○岩下直人・渡邉　慎・宮崎秀行

［座長］　川添真幸　11：00 ～ 12：20
D－4 表面改質によるシリコンゴムの金属化に関する研究

岩手大学 ○桑　静・曾澤純雄・
 DENG XUELIANG・平原英俊

D－5 カーボンナノチューブ複合化によるフッ素ゴムと
金属の固着性改善

日本ゼオン㈱
 ○上野真寛・上島　貢・武山慶久

D－6 ふっ素ゴムと金属間の固着－第2報
三菱電線工業㈱ ○津村弦輝・池原潤一郎

D－7 Structural Effects of（1 → 2）-Glucopyranan on 
Shear-Induced Adhesion

Toyama Prefectural University
 ○Abu Bin Ihsan・Yasuhito Koyama

12月9日（月）　D会場（小展示ホール）
（ポスター発表）

発表時間　13：40 ～ 15：40

P－1 FIB-SEMによるシリカ充塡SBR中のフィラー凝
集形態の解析

JSR㈱
 ○山本亮太・森下和哉・千賀寛文・冨永哲雄
防衛大学校 萩田克美
東北大学 陣内浩司

P－2 周期変形下でのゴム充塡系の構造物性相関について
京都大学化学研究所 〇熊川大幹・竹中幹人

P－3 非対称性ジブロックコポリマーのモルフォロジー
に関する研究

京都大学化学研究所
 〇小田竜平・寺島崇矢・竹中幹人

P－4 SAXS-CT法によるゴム充塡系材料のフィラー分
布状態の可視化

京都大学化学研究所
 ○三谷健太・渡辺　幸・小川紘樹・竹中幹人
京都工芸繊維大学 西川幸宏
住友ゴム工業㈱ 間下　亮

P－5 時分割超小角X線散乱法を用いた一軸延伸下での
SBR中Silicaの分散状態の変化と応力の関係

山形大学大学院 ○大友　真・西辻祥太郎
横浜ゴム㈱ 網野直也
京都大学化学研究所 竹中幹人

P－6 伸長誘起結晶化による高靭性・高回復性環動ゲル
の創成：高分子濃度の効果

東京大学 ○森本直也
東京大学大学院 劉　暢・姜　嵐・眞弓皓一・
 酒井崇匡・横山英明・伊藤耕三

P－7 ガラス状物質の延伸誘起密度ゆらぎに関する研究
京都大学化学研究所 ○池田雄太・竹中幹人

P－8 テンダー領域GISAXS測定を用いたPS-b-P2VP
薄膜の相転移中の深さ依存性観察

京都大学大学院 ○氷上裕一
京都大学化学研究所 小川紘樹・竹中幹人
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

P－9 不飽和カルボン酸二価金属塩ゴム架橋物における
破壊靭性向上と構造の関係

住友ゴム工業㈱
 ○林　界・永倉　光・重光貴裕・志賀一喜

P－10 外部環境の変化による高分子鎖の表面偏析に基づ
く濡れ性の制御

甲南大学大学院 ○森山昇斗
甲南大学 渡邉順司

P－11 カップリング剤を配合したナノダイヤモンド複合
天然ゴムの調製と物性

長岡技術科学大学 ○渡部健人・河原成元
住友化学㈱ 能島士貴
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P－12 ゴム伸長による張力および温度変化の同時測定
近畿大学 〇鈴木　晴・小室拓望
大阪大学大学院 松尾隆祐

P－13 AFMナノメカニクスによる非粘弾性ポリマーア
ロイに関する研究

東京工業大学
 〇春野　颯・梁　暁斌・伊藤万喜子・中嶋　健

P－14 AFMナノメカニクスを用いたPP ／熱可塑性エ
ラストマーアロイの研究

東京工業大学
 〇菊池崇志・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

P－15 ナノ触診原子間力顕微鏡によるフィラー充塡フッ
素ゴムの耐熱性に関する研究

東京工業大学
 〇小林　亘・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

P－16 原子間力顕微鏡を用いた動的ナノフィッシングに
よる高分子一本鎖の粘弾性について

東京工業大学
 〇塩見滉平・梁　暁斌・中嶋　健

P－17 テラヘルツ偏光計測を用いたゴム複合材料内部の
ゴム－フィラー間相互作用の研究

慶應義塾大学 〇岡野真人・渡邉紳一
P－18 多軸変形からみた包接率の異なるポリロタキサン

ゲルの大変形挙動
京都工芸繊維大学大学院 ○青山拓磨
東京大学大学院 加藤和明・伊藤耕三
京都工芸繊維大学 浦山健治

P－19 ガンマ線照射によるEPDMの物性改質技術の研究
滋賀県立大学大学院 ○金谷敦史・竹下宏樹
㈱コーガアイソトープ 廣庭隆行・松本　敦
滋賀県立大学 徳満勝久

P－20 ゲル法シリカ充塡非架橋EPDMの折り曲げ性に
及ぼす混練条件の影響

東京都立産業技術研究センター ○飛澤泰樹
東京工業大学 赤坂修一・浅井茂雄

P－21 ポリロタキサン架橋ポリウレタンの粘弾性挙動
長崎大学大学院
 ○村上裕人・佐々野創・芳野りさ

P－22 熱老化させたゴムの劣化要因検討～機械物性試験
を中心とした総合評価～

㈱三井化学分析センター
 ○八尋みなみ・生井勝康

P－23 海洋水中での高分子材料の生分解度の評価
（一財）化学物質評価研究機構
 〇田口浩然・尾坂奈生・松坂奈緒子・菊地貴子

P－24 多孔質ポリジメチルシロキサン膜の親水化による
油水分離特性

甲南大学大学院 〇鈴木はる菜
甲南大学 渡邉順司

P－25 環動架橋と固定架橋を有する高分子ゲルの粗視化
分子動力学シミュレーション

東京大学 ○増本丈慶
東京大学大学院
 保田侑亮・眞弓皓一・横山英明・伊藤耕三
産業技術総合研究所 森田裕史

P－26 架橋点の可動性がゲルの力学物性へ与える効果
東京大学大学院
 ○保田侑亮・眞弓皓一・横山英明・伊藤耕三
産業技術総合研究所 戸田昌利・森田裕史

P－27 有限要素法シミュレーションによるブレンドゴム
の構造物性相関に関する研究

先端素材高速開発技術研究組合
 ○窪内　翔・糸見　健・山本亮太
産業技術総合研究所 森田裕史・堀内　伸

P－28 疎水変性CNF/PUEコンポジットの調製と物性
愛知工業大学
 ○石田剛司・佐藤暢也・山田英介

P－29 PP/EPDM系動的架橋型熱可塑性エラストマーの
引張挙動と体積変化

東京工業大学
 ○溝部承太郎・久保山敬一・扇澤敏明

P－30 素練りが及ぼすゴムのミクロ構造と物性への影響
（その4）

日本スピンドル製造㈱ 〇岡本浩二
久留米工業高等専門学校 藤　道治
東京工業大学 梁　暁斌・中嶋　健

P－31 層状水酸化物含有天然ゴム複合体の創製とその特
性に関する研究

岩手大学
 ○折舘智輝・曾澤純雄・桑　静・平原英俊

P－32 Structural Effects of（1 → 2）-Glucopyranan on 
Shear-Induced Adhesion

Toyama Prefectural University
 ○Abu Bin Ihsan・Yasuhito Koyama

P－33 温度応答性液晶エラストマによる付着力のスイッ
チング

産業技術総合研究所 ○大園拓哉
ケンブリッジ大学
 Mohand Saed・Eugene Terentjev

P－34 ゴム材料におけるイオウ架橋構造が示す劣化反応
のラジカル解析

京都工芸繊維大学大学院 ○齊藤桐吾
京都工芸繊維大学
 木梨憲司・坂井　亙・堤　直人

P－35 スピントラップ法によるポリウレタンの劣化反応
機構の解析

京都工芸繊維大学大学院 ○藤浪正季
京都工芸繊維大学
 木梨憲司・坂井　亙・堤　直人

P－36 ポリウレタンエラストマーの炭酸による加水分解
における一次構造の影響

長崎大学大学院
 橋本康希・○本九町卓・中谷久之

P－37 ポリウレタンを用いたエポキシドの開環反応によ
る環状カーボネートの合成

長崎大学大学院
 竹之内祐也・福島有貴・○本九町卓・中谷久之
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P－38 シャツ裁断くずを原料としたサステナブルセルロ
ースナノクリスタル（CNC）フィラー

東北大学 ○有田稔彦
日清ファルマ㈱
 池本裕之・竹本健二・川口亮太
日清紡テキスタイル㈱ 勝野晴孝

P－39 高分子ブレンドによるポリ塩化ビニルの可塑化と
ブリード抑制

甲南大学大学院 ○廣田雄紀
甲南大学 渡邉順司

P－40 低酸素濃度における間葉系幹細胞の軟骨分化:天
然ゴムラテックス添加軟骨組織の構造と物性

豊田工業大学大学院
 ○岡本祐樹・木下雅也・岡本正巳

12月9日（月）　D会場（小展示ホール・ロビー）
（ポスター発表：製品紹介）

発表時間　13：40 ～ 15：40

P－51 CarbonNeat社のNeat90のご紹介
三洋貿易㈱ ○佐藤智之

P－52 高分子材料を対象とした受託研究・試験のご紹介
㈱DJK ○大塚伸一

P－53 非線形レオロジー解析による迅速・簡便なポリマ
ーの長鎖分岐構造検出

ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱
 ○高野雅嘉

12月10日（火）　A会場（コンベンションホール鶯）
（一般口頭発表）

発表時間　10：50 ～ 15：30

［座長］　中嶋　健　10：50 ～ 11：50
A－8 ゴムの架橋を観察する新しい中性子小角散乱の技術
 －動的核スピン偏極によるコントラスト変調可視化

法－
茨城大学 ○小泉　智・能田洋平・前田基貴
住友ゴム工業㈱ 増井友美・岸本浩通

A－9 加硫の研究3
京都工芸繊維大学
 〇池田裕子・大橋　巧・小林久芳
京都工芸繊維大学大学院 榊　雄太・宮地皓佑
マヒドン大学 Junkong Preeyanuch

A－10 不飽和カルボン酸二価金属塩ゴム架橋物における
破壊靭性向上と構造の関係

住友ゴム工業㈱
 ○永倉　光・林　界・重光貴裕・志賀一喜

（植物由来・生分解）
［座長］　長谷朝博　14：10 ～ 15：30
A－11 天然ゴムの構造と物性

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

A－12 ゴム廃棄物処理への応用を目指した天然ゴム分解
菌の機能解明

長岡技術科学大学 ○笠井大輔
A－13 キノコによる加硫イソプレンゴム分解挙動の解析

鳥取大学
 〇佐藤　伸・稲森　渉・Hoan Kim Tien・
 奥田尚子・濱田賢作

A－14 ナノマトリックス構造を有するシリカ含有天然ゴ
ムの調製と力学物性

東京工業高等専門学校 ○山本祥正
長岡技術科学大学 三原大空・河原成元

12月10日（火）　B会場（コンベンションホール梅）
（一般口頭発表）

発表時間　10：50 ～ 15：50

［座長］　竹中克彦　10：50 ～ 11：50
B－8 一軸伸長下における低立体規則性ポリプロピレン

の結晶高次構造の変化に関する研究
山形大学大学院 ○西辻祥太郎
出光興産㈱ 武部智明
京都大学化学研究所 竹中幹人

B－9 テンダー X線を利用したゴム材料の小角散乱実験
高エネルギー加速器研究機構 ○高木秀彰

B－10 伸長結晶化による高強度・高回復性ハイドロゲル
の創成

東京大学大学院 ○眞弓皓一・劉　暢・
 姜　嵐・酒井崇匡・横山英明・伊藤耕三

（中堅・中小ゴム会社）
［座長］　鍋島　理　14：10 ～ 15：50
招待講演
B－11 中堅中小ゴム会社の取り組みと強さ

ホッティポリマー㈱ ○堀田秀敏
B－12 ゴム業界専門紙の記者が見る－中堅・中小ゴム企

業の人手不足の実態と対応－
㈱ポスティコーポレーション ○馬場孝仁

B－13 人工筋肉の開発について
㈱右川ゴム製造所 ○志村　司

B－14 世界のゴム中堅，中小会社の実態
㈱加藤事務所 ○加藤進一

12月10日（火）　C会場（特別会議室）
（一般口頭発表）

発表時間　10：50 ～ 16：30

［座長］　山口　健　10：50 ～ 11：50
C－8 温度応答性液晶エラストマによる付着力のスイッ

チング
産業技術総合研究所 ○大園拓哉
ケンブリッジ大学
 Mohand Saed・Eugene Terentjev
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C－9 CuSn合金と天然ゴムの加硫接着に関する研究
岩手大学
 ○谷川　諒・曾澤純雄・桑　静・平原英俊

C－10 スポーツ用シューズ部材の接着評価手法
㈱アシックス
 ○星野裕樹・西　駿明・野々川舞

（英語セッション）
［座長］　村上裕人　14：10 ～ 15：10
C－11 Precise synthesis of novel polymer with 

well-controlled stereoregularity
大阪工業大学 ○平井智康・榑谷仁志・
 真鍋　圭・藤井秀司・中村吉伸
National Chiao Tung University
 Sung-Yu Tsai・Chien-Lung Wang
東京工業大学 早川晃鏡

C－12 Confined Crystallization of Poly（ethylene gly-
col） in a Poly（L-lactic acid）Spherulite in 
Their Blend Specimen

Kyoto Institute of Technology
 ○Apisit Banpean・Shinichi Sakurai

C－13 Analysis on spatial distribution of sulfur in vul-
canized rubber by μ-XRF mapping

Mitsui Chemicals, Inc.
 ○Yohei Nakanishi・Kazuki Mita・
 Kentaro Yamamoto・Kotaro Ichino
Kyoto University Mikihito Takenaka

［座長］　アショカ・クマル・カルモカル　15：10 ～ 16：30
C－14 Latex-state 13C-NMR spectroscopy for poly（al-

kyl acrylate）
長岡技術科学大学大学院 ○飯塚悠介
長岡技術科学大学 河原成元

C－15 Atom transfer radical polymerization of styrene 
onto natural rubber

長岡技術科学大学大学院
 ○TEVENOT Quentin
長岡技術科学大学 河原成元

C－16 Analysis of crosslinking junctions of vulcanized 
natural rubber through rubber-state NMR spec-
troscopy

Nagaoka University of Technology
 ○Seiichi Kawahara・Takuma Ishida

C－17 Electrochemical Epoxidation of Natural Rubber 
in Latex Stage

東京工業高等専門学校 ○山本祥正・筒井綾佳
長岡技術科学大学 河原成元

12月10日（火）　D会場（小展示ホール）
（一般口頭発表）

発表時間　10：50 ～ 16：10

［座長］　河原成元　10：50 ～ 11：50
D－8 テラヘルツ偏光計測を用いたゴム複合材料内部の

ゴム-フィラー間相互作用の研究
慶應義塾大学 〇岡野真人・渡邉紳一

D－9 セルロースナノファイバーで補強されたSBR複
合材料の力学物性と特性解析

横浜ゴム㈱ ○酒井智行・川添真幸
信州大学 野口　徹

D－10 層状水酸化物含有天然ゴム複合体の創製とその特
性に関する研究

岩手大学
 ○折舘智輝・曾澤純雄・桑　静・平原英俊

［座長］　西辻祥太郎　14：10 ～ 16：10
D－11 走査型電子顕微鏡と小角散乱の連携によるマルチ

スケール観察
茨城大学 ○小泉　智

D－12 テラヘルツ光を用いたゴム内シリカ分散評価法の
開発

久留米工業高等専門学校
 〇平川靖之・渡邊勝宏・神野拓也・権藤豊彦
㈱ブリヂストン
 曽根遼大・森近利晃・湊　貴一・北條将広

D－13 振動変形シミュレーションで求めたゴムのマスタ
ーカーブ解析

産業技術総合研究所 ○森田裕史・戸田昌利
JSR㈱ 冨永哲雄・山村浩樹
日本ゼオン㈱ 本田　隆・高柳篤史・小野裕己
バンドー化学㈱ 藤中正俊
マツダ㈱ 麻川元康
横浜ゴム㈱ 小島隆嗣・宮下直士

［座長］　渡邊　智子　15：10 ～ 16：10
D－14 延伸させたフィラー充塡ゴムのナノボイド形成に

関する粗視化MD計算とその妥当性検証
防衛大学校 ○萩田克美

D－15 エステル系ポリウレタンの加水分解加速試験にお
ける湿度の影響

㈱アシックス ○吉村あや
D－16 マルチブロック型ポリウレタンエラストマーの炭

酸による加水分解挙動
長崎大学大学院
 橋本康希・○本九町卓・中谷久之
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