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第31回エラストマー討論会のご案内

　第31回エラストマー討論会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため創立以来初となるオンライン（Zoomを使用する
予定です）にて開催いたします．
　研究発表は口頭発表とし，トピックテーマによる討論の場や英語セッションも設けています．社会を取り巻く環境の変化
への対応が迫られているなか，トピックテーマとして「医療用衛生材・包装材で使用されるエラストマー」と「SDGsとエ
コマテリアル」を取りあげました．
　また，今回はオンラインならではの試みとして，海外の著名な研究者に多数の依頼講演をお願いしました．多くの方のご
聴講をお待ちしております．

会　　期：2020年11月26日（木）・27日（金）
会　　場：オンラインで開催いたします
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
　　　　　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）

特別講演
11月26日（木）15：40 ～ 16：40

「将来モビリティーのトレンドと有機材料への期待（仮
題）」
トヨタ自動車株式会社 先進技術カンパニー
第1材料技術部　有機材料室　室長　田端 一英 氏

参加登録
HPの登録フォームからお申込みください．
早期登録の期限は10月23日（金）となりますので，お早
めにお申込みください．
※研究発表プログラムは10月号から掲載の予定です．

登録費
　正会員 4,000円（10/23まで）（10/24以降） 12,000円
　シニア  2,000円（10/23まで）（10/24以降） 6,000円
　学生会員 1,500円（10/23まで）（10/24以降） 4,000円
　会員外 14,300円（10/23まで）（10/24以降） 19,800円
　※会員は不課税，会員外は課税となります．
　　 名誉会員の方の参加登録料は不要ですが，ご登録が必

要となります．

　　 賛助会員は1口につき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）でご

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
　※送金手数料は参加者側でご負担ください．
  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

オンライン開催のため，ミキサーは中止します．

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 エラストマー討論会係
TEL：03-3401-2957　FAX：03-3401-4143
E-mail：office@srij.or.jp　https://www.srij.or.jp/

どこからでも，自宅からでも参加できる！今年はオンラインで開催！！
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■2020年エラストマー討論会プログラム■
※座長は一部変更の可能性があります．

11月26日（木）　A会場
（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 15：20

［座長］　土屋大樹　10：00 ～ 11：00
A－1	 ポリエチレンの一軸伸長変形における粘弾性効果

京都大学化学研究所
	 ○岸本瑞樹・小川紘樹・竹中幹人
三井化学㈱	 三田一樹

A－2	 SAXS-CTによる延伸下でのゴム充塡材のフィラ
ー配向とボイド分布状態の可視化

京都大学化学研究所
	 ○三谷健太・小川紘樹・渡辺　幸・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

A－3	 非対称性ジブロックコポリマーの秩序構造に関す
る研究

京都大学大学院	 ○小田竜平・寺島崇矢
京都大学化学研究所	 竹中幹人
大阪工業大学大学院	 平井智康

［座長］　坂井　亙　11：00 ～ 12：00
A－4	 ステアリン酸が加硫天然ゴムの分子構造へ与える

影響
長岡技術科学大学	 ○山野将輝・河原成元

A－5	 球状タンパク質の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	 ○山口颯毅・河原成元
A－6	 ゴムNMR法によるクロロプレンゴムの構造解析

と物性への影響の検討
長岡技術科学大学	 ○津野貴之・河原成元
東ソー㈱	 齋藤俊裕・永谷直人

［座長］　村上裕人　13：20 ～ 14：20
A－7	 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	 ○渡辺　幸・竹中幹人
山形大学	 西辻祥太郎

A－8	 温度変化によるブロック共重合体／選択溶媒系の
モルホロジーコントロール

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
京都工芸繊維大学	 櫻井伸一

A－9	 Lamb波を用いたエラストマーの力学物性評価
東京工業大学
	 〇西川晃司・赤坂修一・浅井茂雄

［座長］　北川紀樹　14：20 ～ 15：20
A－10	 イオン性ポリイソプレンエラストマーの物性に対

する中和金属イオン種と中和度の効果
岐阜大学大学院	 ○長谷川功季
岐阜大学	 三輪洋平・宇田川太郎・沓水祥一
横浜ゴム㈱	 新家　雄

A－11	 動的な架橋を有するイオン性シリコーンエラスト
マーの架橋部位の化学構造の設計

岐阜大学大学院	 ○大矢健人
岐阜大学	 三輪洋平・沓水祥一

A－12	 架橋樹脂発泡体の成形性に及ぼす金型構造の影響
㈱アシックス
	 ○佐藤正基・宮崎秀行・山出貴士

11月26日（木）　B会場
（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 15：20

［座長］　市野智之　10：00 ～ 11：00
B－1　シリコーンエラストマーとゲルのエネルギー弾性

京都工芸繊維大学大学院
	 ○青山拓磨・浦山健治

B－2	 エチレン-アクリル酸共重合体の引張り過程およ
び昇温過程における構造変化

群馬大学大学院
	 〇鶴貝　巧・撹上将規・上原宏樹・山延　健
高輝度光科学研究センター	 青山光輝

B－3	 原子間力顕微鏡によるポリブタジエンゴムの粘弾
性特性解析に関する研究

東京工業大学
	〇関根　慧・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

［座長］　櫻井伸一　11：00 ～ 12：00
B－4	 ナノ触診原子間力顕微鏡を用いた伸長下における

フィラー充塡ゴムの力学挙動に関する研究
東京工業大学
	〇佐川大輝・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

B－5	 ナノ触診原子間力顕微鏡を用いたフィラー充塡フ
ッ素ゴムの耐熱性に関する研究2

東京工業大学
	〇小林　亘・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

B－6	 ナノ触診原子間力顕微鏡によるPP/EPDM系動
的架橋熱可塑性エラストマーについての研究

東京工業大学
	〇茂木　楓・伊藤万喜子・梁　暁斌・中嶋　健

［座長］　坂口祐美　13：20 ～ 14：20
B－7	 未加硫ゴムのカーボンブラックによる補強効果

三菱電機㈱	 〇野田　健
B－8	 S-SBRへのシリカ微粒子の沈降現象から観たゴム

特性と界面現象
東京工業大学
	 〇飯野永美夏・久保山敬一・扇澤敏明
横浜ゴム㈱	 張　迪・岡松隆裕

B－9	 CB充塡ゴムの補強効果と構造物性相関について
京都大学大学院	 ○熊川大幹・渡辺　幸
京都大学化学研究所	 竹中幹人
大阪大学大学院	 井上正志
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［座長］　百武健一郎　14：20 ～ 15：20
B－10	 ガラス状物質における延伸誘起密度揺らぎの普遍

性に関する研究
京都大学大学院	 ○青倉周太
京都大学化学研究所	 竹中幹人

B－11	 ポリシランの添加がシリコーンゴムの物性に与え
る影響

滋賀県立大学大学院
	 〇杉江太一・竹下宏樹・徳満勝久
富士高分子工業㈱
	 小林真吾・菊池節夫・杉江　舞
滋賀県東北部工業技術センター	 土田裕也

B－12	 イオン性官能基を有したブロック共重合体エラス
トマーの調製とその性質

名古屋大学大学院
	 ○長嶋遥奈・梶田貴都・野呂篤史・松下裕秀

11月26日（木）　C会場
（若手口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 15：20

［座長］　石川覚志　10：00 ～ 11：00
C－1	 粗視化MD計算による環動ゲルの柔軟・強靭性の

分子メカニズム
東京大学大学院
	 〇保田侑亮・増本丈慶・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

C－2	 粗視化分子動力学シミュレーションを用いた四分
岐高分子ゲルの伸長下における構造・ダイナミク
ス解析

東京大学大学院	 〇青村幸典・保田侑亮・
	 眞弓皓一・横山英明・伊藤耕三

C－3	 粗視化MD計算による環動ゲルの伸長誘起結晶化
のメカニズム解明

東京大学大学院	 〇増本丈慶・保田侑亮・
	 眞弓皓一・横山英明・伊藤耕三

［座長］　松本恭一　11：00 ～ 12：00
C－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（3）
先端素材高速開発技術研究組合
	 〇糸見　健・窪内　翔・足立拓海
産業技術総合研究所	 森田裕史・堀内　伸

C－5	 長期期間載荷伸張させたゴム引布の耐久性評価
シバタ工業㈱
	 〇栄　大輔・西本安志・浮島　徹・上撫直人

C－6	 ゴム試験片の縁辺部がオゾン暴露時のクラック伝
播に与える影響（2）
（一財）化学物質評価研究機構
	 〇岩瀬由佳・隠塚裕之・進藤　徹・仲山和海

［座長］　高松成亮　13：20 ～ 14：20
C－7	 エチレンプロプレンゴムによるオゾンクラックの

防止効果についての研究
㈱アシックス
	 ○渡邉　慎・宮崎秀行・佐藤正基

C－8	 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（2）

三菱電機㈱	 ○塙勇太郎
C－9	 イオン性ポリイソプレンエラストマーの分子構造

が接着特性に与える影響
岐阜大学大学院	 ○角田雅利
岐阜大学	 三輪洋平・沓水祥一
横浜ゴム㈱	 新家　雄

［座長］　山下義裕　14：20 ～ 15：20
C－10	 SAXS-CT法を用いたエポキシ系接着剤における

ナノスケール構造の不均一性評価
京都大学化学研究所
	 ○桑田智史・竹中幹人・小川紘樹

C－11	 CNFとEPDMの乾式混練に温度が及ぼす影響
岡山県工業技術センター
	 〇幕田悟史・岩蕗　仁
同志社大学	 江南勇汰・笹田昌弘・田中達也

C－12	 Curcumin	aided	Functionalized	Cellulose	Nanofi-
bre	Based	Bioactive	Edible	coating

Indian	Institute	of	Technology
	 〇Tabli	Ghosh・Vimal	Katiyar

11月26日（木）　D会場
（英語セッション）

発表時間　10：00 ～ 15：20

［座長］　Pranee	Phinyocheep　10：00 ～ 11：00
D－1	 Characterization	and	properties	of	 liquid	epoxi-

dized	natural	 rubber（LENR）and	 its	up-scale	
process

Malaysian	Rubber	Board
	 〇Nurul	Hayati	Yusof・Dazylah	Darji・
	 Fatimah	Rubaizah	Mohd	Rasdi・
	 Krishna	Veni	Baratha	Nesan・
	 Suhawati	Ibrahim

D－2	 Study	on	the	porperties	of	Epoxidized	Natural	
Rubber	compound

Hankook	Tire	&	Technology	R&D	Center
	 〇Jongyeop,	LEE

D－3	 Development	of	natural	rubber	based	quasi-solid	
polymer	electrolytes	electrolytes

Chulalongkorn	University
	 〇Rathanawan	Magaraphan・Pensiri	Silakul
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［座長］　Changwoon	Nah　11：00 ～ 12：00
D － 4　Manufacturing	of	 ion	conductivity	polymer	elec-

trolyte	film	based	on	epoxidized	deprotein	natu-
ral	rubber

Ha	Noi	university	of	science	and	technology
	 〇Trinh	Thi	Hang・Phan	Trung	Nghia・
	 Le	Cao	Chien

D－5	 Potential	 new	Rheological	Measurements	 for	
Improved	Differentiation	of	Processing	Proper-
ties	of	Raw	Natural	Rubber	

Mahidol	University
	 〇Manuchet	Nillawong・Usana	Yamkayan・
	 Adun	Nimpaiboon・Chakrit	Sirisinha・
	 Krisda	Suchiva

D－6	 Insight	into	the	changes	in	allergenic	proteins	of	
natural	rubber	under	electron	beam	irradiation

Mahidol	University
	 〇Adun	Nimpaiboon・Wanicha	Pakdee・
	 Phattaraorn・Havanapan・
	 Promsak	Sa-nguanthammarong・
	 Preeyanuch	Junkong・Krisda	Suchiva

［座長］　登阪雅聡　13：20 ～ 14：20
D－7	 Enhancement	 of	 cure	 reversion	 resistance	 of	

natural	rubber	using	a	novel	co-cure	agent
Jeonbuk	National	University
	 〇Changwoon	Nah・Beomsu	Shin・
	 Suhyun	Kim

D－8	 Vulcanization	mechanism	of	natural	rubber	
	 Nagaoka	University	of	Technology

	 〇Seiichi	Kawahara
CERI	 Takayuki	Saito
National	 Institute	of	Technology,	Tokyo	Col-
lege	 Yoshimasa	Yamamoto

D－9	 Characterization	on	 fatigue	mechanism	of	car-
bon	nanotube	filled	rubber	using	Atomic	Force	
Microscope.

NOK	Corporation
	 〇Ruoyu	Han・Yuichi	Aoyagi
Tokyo	Institute	of	Technology
	 Ken	Nakajima・Xiaobin	Liang

［座長］　中嶋　健　14：20 ～ 15：20
D－10	 Development	of	Biological	Wastewater	Treat-

ment	System	for	Rubber	Industrial	Wastewater
Nagaoka	University	of	Technology
	 〇Takahiro	Watari・Masashi	Hatamoto・
	 Takashi	Yamaguchi

D－11	 Study	of	Mechanochemical	Wear	Behavior	on	
Hydrogenated	and	Conventional	SBRs

Sumitomo	Rubber	Industries
	 〇Shinya	Nakano・Takahiro	Mabuchi・
	 Takanobu	Kawamura

D－12	 Crack-tip	Strain	Field	 in	Super-Shear	Crack	of	
Elastomers

Kyoto	Institute	of	Technology
	 ○Thanh-Tam	Mai・Kenji	Urayama
Bridgestone	Corporation
	 Kenichiro	Okuno・Katsuhiko	Tsunoda

11月27日（金）　A会場
（一般口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 12：00

（医療用衛生材・包装材で使用されるエラストマー）
［座長］　青山泰三　10：00 ～ 11：00
A－13	 耐キンク性に優れたメディカルチューブ用熱可塑

性エラストマーの開発
㈱クラレ	 ○高橋直人

A－14	 EVOH/PUエマルジョンからのナノファイバーフ
ィルター用いたコロナ感染防止布マスク

福井大学	 〇山下義裕
A－15　SDGsとエコマテリアル

㈱加藤事務所	 〇加藤進一

（SDGsとエコマテリアル）
［座長］　長谷朝博　11：00 ～ 12：00
依頼講演
A－16	 ポリプロピレンおよびゴム中のCNF，CNCの分

散状態解析
㈱東レリサーチセンター
	 〇増田昭博・金子直人・上原史也
兵庫県立工業技術センター	 平瀬龍二

依頼講演
A－17	 セルロースナノファイバー（CNF）を活かした

クルマづくり
京都大学生存圏研究所	 ○臼杵有光

11月27日（金）　B会場
（一般口頭発表）

発表時間　10：00 ～ 15：40

［座長］　岩蕗　仁　10：00 ～ 11：00
B－13	 ブロック共重合体が形成する球状ミクロドメイン

の新規配列様式
名古屋工業大学大学院	 ○山本勝宏
高エネルギー加速器研究機構	 高木秀彰

B－14	 In-situナノ触診AFMを用いたCB充塡IRゴムの
ナノ応力分布

東京工業大学	 〇梁　暁斌・中嶋　健
B－15	 シリカ充塡SBR中のフィラー凝集構造の2次元散

乱パターンRMC推定に対する形態解析
JSR㈱	 〇山本亮太・冨永哲雄
防衛大学校	 萩田克美
東北大学	 陣内浩司
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［座長］　原野健一　11：00 ～ 12：00
B－16	 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（2）
先端素材高速開発技術研究組合
	 ○窪内　翔・糸見　健・足立拓海
産業技術総合研究所	 森田裕史・堀内　伸

B－17	 粗視化MDシミュレーションによるゴムの架橋構
造がtanδに及ぼす影響の研究

JSR㈱	 ○戸田昌利・冨永哲雄
産業技術総合研究所	 森田裕史

B－18	 ラジカル重合によるデンドリマー状多分岐高分子
生成過程のシミュレーション

京都大学化学研究所
	 〇登阪雅聡・竹内雛子・路楊　天・山子　茂

［座長］　南　秀人　13：20 ～ 14：20
B－19	 硫黄加硫系における加硫時間の諸物性の影響

三新化学工業㈱
	 〇岡本智美・寺田直樹・立畠達夫・髙下勝滋

B－20	 ブロックポリマーによる連続的な表面偏析に基づ
く多様な濡れ性

甲南大学	 〇渡邉順司・在里亮祐・橋本　静
B－21	 スポーツ用シューズ部材の接着評価手法
	 －相手材の弾性率と破壊強度に関する研究－

㈱アシックス	 ○星野裕樹・野々川舞

［座長］　岡本浩二　14：40 ～ 15：40
B－22	 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㈱
	 〇高野雅嘉

B－23	 積層ゴム支承の劣化によるゴム-鋼板接着強度低
下メカニズム（1）

	 －劣化因子の調査－
（一財）化学物質評価研究機構
	 〇齊藤貴之・仲山和海
阪神高速技術㈱	 坂本直太
阪神高速道路㈱	 篠原聖二

B－24	 積層ゴム支承の劣化によるゴム-鋼板接着強度低
下メカニズム（2）

	 －接着層劣化メカニズムの化学的解析－
（一財）化学物質評価研究機構
	 〇仲山和海・齊藤貴之
阪神高速技術㈱	 坂本直太
阪神高速道路㈱	 篠原聖二

11月27日（金）　C会場
（英語セッション）

発表時間　10：00 ～ 12：00

［座長］　浦山健治　10：00 ～ 11：00
C－13	 Confined	 and	Hidden	Crystallization	 of	 Poly

（ethylene	 glycol）in	 a	 Poly（L-lactic	 acid）
Spherulite	in	50/50	blend	specimen

Kyoto	Institute	of	Technology
	 〇Apisit	Banpean・Shinichi	Sakurai

C－14	 Toughened	PLA-PCL-PLA	Triblock	Copolymers	
for	Biomedical	Applications

Kyoto	Institute	of	Technology
	 Kazunari	Masutani・Hideki	Yamane・
	 Shinichi	Sakurai・Yoshiharu	Kimura
Indian	Institute	of	Technology	Guwahati
	 〇Neha	Mulchandani・Vimal	Katiyar

C－15	 Effect	of	proteins	on	the	mechanical	properties	
of	natural	rubber

Yokohama	Rubber	Co	 ○Yayoi	Akahori
Nagaoka	University	of	Technology
	 Misao	Hiza・Souki	Yamaguchi・
	 Seiichi	Kawahara

［座長］　斎藤　拓　11：00 ～ 12：00
C－16	 Prevulcanization	of	natural	 rubber/polyaniline	

blend	in	latex	stage
Hanoi	University	of	Science	and	Technology
	 〇Nguyen	Thu	Ha・Tran	Thi	Thu	Huong
Tokyo	Institute	of	Technology
	 Toshiaki	Ougizawa
Nagaoka	University	of	Technology
	 Seiichi	Kawahara

C－17	 Study	on	the	preparation	and	properties	of	nat-
ural	rubber	with	model	nanomatrix	structure

Nagaoka	University	of	Technology
	 〇Yuanbing	Zhou・Hirotaka	Mihara・
	 Seiichi	Kawahara

C－18	 Electrochemical	Bromination	and	Epoxidation	of	
Natural	Rubber	in	Latex	Stage

National	 Institute	of	Technology,	Tokyo	Col-
lege	 〇Yoshimasa	Yamamoto
Nagaoka	University	of	Technology
	 Seiichi	Kawahara
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11月27日（金）　D会場
（英語セッション）

発表時間　10：00 ～ 17：00

［座長］　Kim	Dempsey-Miller　10：00 ～ 11：00
D－13	 Bio-based,	 reinforced,	compression	molded	and	

dipped	rubber	products（1）
The	Ohio	State	University
	 〇Katrina	Cornish・
	 Xianjie	Ren・Cindy	S.	Barrera・
	 David	A.	Ramirez-Cadavid・
	 Sarah	A.	Davis・J.	Lauren	Slutzky

D－14	 Bio-based,	 reinforced,	compression	molded	and	
dipped	rubber	products（2）

The	Ohio	State	University
	 〇Katrina	Cornish・Xianjie	Ren・
	 Cindy	S.	Barrera・
	 David	A.	Ramirez-Cadavid・
	 Sarah	A.	Davis・J.	Lauren	Slutzky

D－15	 Natural	Rubber	Biosynthesis:	Still	a	Mystery
The	Ohio	State	University	 〇Judit	E.	Puskas

［座長］　Zhang	Liqun　11：00 ～ 11：40
D－16	 Modified	Guayule	Natural	Rubber,their	Com-

pounds	and	Recycling	Prospects
Indian	Institute	of	Technology	Kharagpur
	 〇Santanu	Chattopadhyay・
	 S.	Dhanania・G.B.	Nando

D－17	 Deciphering	the	Microstructure	of	Natural	Rub-
ber	 from	Freshly	tapped	Hevea Brasiliensis	 la-
tex

Mahidol	University	 〇Jitladda	Sakdapipanich

［座長］　河原成元　11：40 ～ 12：00
D－18	 Progress	in	Biobased	Elastomers	Aiming	at	Sus-

tainability,	Green	and	High	Performance	of	Rub-
ber	Production

Beijing	University	of	Chemical	and	Technology
	 〇Zhang	Liqun・Zhang	Jichuan

［座長］　Jitladda	Sakdapipanich　13：20 ～ 14：20
D－19	 Natural	Rubber	Nanocomposites

Mahatma	Gandhi	University
	 〇Sabu	Thomas・Hanna	J	Maria

D－20	 Preparation	of	a	chemically	linked	nanodiamond	
nanomatrix	structure	onto	natural	rubber

Nagaoka	University	of	Technology
	 〇Asangi	Gannoruwa・Seiichi	Kawahara

D－21	 Mechanical	and	viscoelastic	properties	of	natu-
ral	rubber	with	a	hybrid	nanomatrix	structure

Hanoi	University	of	Science	and	Technology
	〇Nghiem	Thi	Thuong・Do	Thi	Thanh	Hoa・
	 Tran	Duc	Chien・Phan	Trung	Nghia
Malaysian	Rubber	Board
	 	Nurul	Hayati	Yusof
Nagaoka	University	of	Technology
	 Seiichi	Kawahara

D－22	 Modified	Natural	Rubber	as	Antibacterial	Pro-
moter	in	Poly（lactic	acid）Composite

Mahidol	University	 〇Pranee	Phinyocheep・
	 Phruedsaporn	Taranamai・	
	 Watanalai	Panbangred・Mayura	Janhom・
	 Le	Mans	Université		Philippe	Daniel.

［座長］　Eric	Euchler　15：00 ～ 16：00
D－23	 Natural	 rubber	polysaccharide	nanocomposites	

Preparation	and	Properties
Deutsches	Institut	für	Kautschuktechnologie
	 〇Ulrich	Giese・Irina	Weilert

D－24	 Blown	Film	of	Polylactic	Acid/Natural	Rubber	
Blends	as	Biobased	and	Biodegradable	Packag-
ing

Thammasat	University
	 〇Cattaleeya	Pattamaprom・
	 Peerapong	Chanthot・Supanat	Phattarateera

D－25	 Silanization	Efficiency	of	Silica/Silane	in	Depen-
dence	of	Amines	 in	Natural	Rubber-based	Tire	
Compounds

University	of	Twente
	 〇Anke	Blume・W.K.	Dierkes・
	 J.W.M.	Noordermeer
Prince	of	Songkla	University
	 C.	Hayichelaeh・K.	Sahakaro
Apollo	Tires	Global	R&D	B.V
	 L.A.E.M.	Reuvekamp

［座長］　Ulrich	Giese　16：00 ～ 17：00
D－26	 Hybrid	 fillers	 and	polymers	 for	 silica-NR	 tire	

tread	compounds
University	of	Twente
	 〇Wisut	Kaewsakul・
	 Suppachai	Sattayanurak・
	 Jacques	W.M.	Noordermeer・
	 Wilma	K.	Dierkes・Anke	Blume
Prince	of	Songkla	University
	 Kannika	Sahakaro
Apollo	Tyres	Global	R&D	B.V
	 Louis	A.E.M.	Reuvekamp.

D－27	 Functional	oligomers	 issued	 from	natural	 rub-
ber:	use	in	the	preparation	of	non-leaching	anti-
bacterial	surfaces	and	hybrid	silica-rubber	parti-
cles

Le	Mans	University	 〇Pamela	PASETTO・
	 T.T.N.Tran・A.	Nourry・G.	Brotons・
	 Q.	Tevenot・D.	Vo・E.	Choppé

D－28	 Cavitation	 in	rubber	vulcanizates	 subjected	 to	
constrained	tensile	deformation

Leibniz-Institute	of	Polymer	Research	Dres-
den
	 〇Eric	Euchler・Ricardo	Bernhardt・
	 Konrad	Schneider・Gert	Heinrich・
	 Toshio	Tada・Sven	Wiessner・
	 Markus	Stommel
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