
 11 月 26 日(木) 

招待講演 

 Ａセッション 

環境･ライフサイエンス材料  
(瑞雲) 

［座長 吉江 尚子］ 
1AIL01  

<10:00>  

ナノバイオデバイスによる次世代がん診断・治療と iPS 細

胞再生医療……
○馬場 嘉信 1,2,3 

 1)名大院工、2)ImPACT、3)産総研 .................................. 1  

1AIL02  

<10:30>  

環境・エネルギー分野に貢献する機能樹脂開発の現状

と展望……
○藤井 修 1 

 1)旭化成ケミカルズ .................................................................. 3  

［座長 安田 知一］ 
1AIL03  

<11:00>  

帝人における材料技術のヘルスケアへの展開……
○串田 

尚 1 

 1)帝人 ............................................................................................. 5  

［座長 国岡 正雄］ 
1AIL04  

<11:30>  

代謝臓器構築のためのマルチスケール担体設計・造形

および評価……
○酒井 康行 1・厖 媛 1・新野 俊樹 1・堀本 

洋平 2・安斎 正博 2 

 1)東大生産研、2)芝浦工大理工 ...................................... 7  

1AIL05  

<12:00>  

バイオプラスチックの現状と今後……
○吉田 正俊 1 

 1)日本バイオプラスチック協会 ............................................ 9  

［座長 安田 知一］ 
1AIL06  

<15:30>  

超高機能フィブロインファイバー(人工クモ糸)の実用化開

発……
○森田 啓介 1・菅原 潤一 1・関山 和秀 1 

 1)Spiber....................................................................................... 11  

［座長 芹澤 武］ 
1AIL07  

<16:00>  

動的架橋を利用した医療・環境用スマート材料の設計…

…
○宮田 隆志 1 

 1)関西大化学生命工 ........................................................... 13  

［座長 秋山 映一］ 
1AIL08  

<16:30>  

東ソーのライフサイエンス研究の取り組み……
○井出 輝彦

1 

 1)東ソー ...................................................................................... 15  

  

  Ｄセッション 

ポリマー材料の設計・合成・加工・解析  
(平安) 

［座長 横澤 勉］ 
1DIL01  

<10:00>  

元素ブロックπ共役高分子の創製と機能……
○冨田 育義

1 

 1)東工大院総理工 ................................................................ 17  

1DIL02  

<10:30>  

極性高分子が作り出す凝集構造と物性……
○小椎尾 謙

1,2 

 1)九大先導研、2)WPI-I2CNER ....................................... 19  

［座長 米山 賢］ 
1DIL03  

<11:00>  

光分解性リンカーを用いた高分子材料の開発……
○山口 

和夫 1,2 

 1)神奈川大理、2)神奈川大光材料研 ......................... 21  

［座長 木原 伸浩］ 
1DIL04  

<11:30>  

オレフィンと極性モノマーの配位共重合による官能基化

ポリオレフィンの合成……
○野崎 京子 1 

 1)東大院工 ............................................................................... 23  

1DIL05  

<12:00>  

プラスチックグレージングの開発・今後の新材料開発……
○帆高 寿昌 1 

 1)帝人 .......................................................................................... 25  

［座長 横澤 勉］ 
1DIL06  

<15:30>  

低ガス透過性ブチルゴムの開発……
○石川 和憲 1 

 1)横浜ゴム ................................................................................. 27  

［座長 板谷 博治］ 
1DIL07  

<16:00>  

炭素繊維複合材料の技術進歩と将来展望……
○遠藤 真

1 

 1)東レ ........................................................................................... 29  

  

［座長 木原 伸浩］ 
1DIL08  

<16:30>  

易解体性接着材料の高性能化……
○松本 章一 1 

 1)阪府大院工 ...........................................................................31  

  

 ポスター発表 

  

Ｂセッション 

電気・光・情報・エネルギー  

 

 Presentation Time 1 

 <10:30～11:30> 1PB16～1PB27 

 <14:00～15:00> 1PB01～1PB15 

 

 Presentation Time 2(コメンテータの訪問時間) 
B セッション コメンテータ 

B ｺ 1：眞田    隆    B ｺ 2：椙山     崇    B ｺ 3：生方    俊 

B ｺ 4：富永 洋一    B ｺ 5：竹岡 裕子  

(桃源) 
1PB01  

<10:00> 

[B ｺ 1] 

熱伝導性無機粒子とセルロースナノファイバーの複合化

放熱材……
○林 蓮貞 1・林 裕之 1 

 1)KRI ..............................................................................................33  

1PB02  

<10:10> 

[B ｺ 1]  

新規導電性ペースト用低温分解材料……
○高田 浩平 1・

古賀 徳仁 1・英 謙二 2・山下 宗哲 3 

 1)新中村化学、2)信州大院理工、3)和工技セ ........34  

1PB03  

<10:20> 

[B ｺ 1]   

光透過性を有する溶融成形可能な熱伝導性樹脂の開

発……
○中嶋 孝宏 1 

 1)KRI ..............................................................................................35  

1PB04  

<10:30> 

[B ｺ 1]   

ナノ相分離構造を有する NBR/ポリエーテル電解質ブレ

ンドのイオン伝導メカニズム解析……
○久保田 有紀 1・富

永 洋一 1 

 1)農工大院 BASE ...................................................................36  

1PB05  

<10:40>  

[B ｺ 1] 

PEDOT/PSS を用いた伸縮性電極の開発とセンサ応用…

…
○佐藤 正樹 1・近藤 貴弘 1・奥崎 秀典 1 

 1)山梨大院 ................................................................................37  

1PB06  

<10:50> 

[B ｺ 2]  

テキスタイルを基材とするウェアラブルデバイスへの応用

を目的とした伸縮性印刷配線の耐疲労設計……
○板橋 

洋介 1・田谷 修平 2・天野 祐作 1・多田 泰徳 3・井上 雅

博 3 

 1)群馬大院理工、2)群馬大工、3)群馬大 ASRLD ユニ
ット ......................................................................................................38  

1PB07  

<11:00> 

[B ｺ 2]   

コイル状ポリマー繊維アクチュエータの高伸縮性とポリマ

ー鎖のモルフォロジー……
○平岡 牧 1・荒瀬 秀和 1・金子 

由利子 1・表 篤志 1 

 1)パナソニック ...........................................................................39  

1PB08  

<11:10>  

[B ｺ 2] 

導電性高分子 PEDOT:PSS からなる自己支持性ナノ薄

膜の構築と皮膚表面電極としての応用……
○山岸 健人 1・

藤枝 俊宣 1・武岡 真司 1 

 1)早大院先進理工 .................................................................40  

1PB09  

<11:20> 

[B ｺ 2]   

HEV・EV 向けフィルムコンデンサ用極薄 BOPP フィルム

の開発について……
○奥山 佳宗 1・依田 勝寛 1・中田 将

裕 1・宮田 忠和 1 

 1)王子 HD ...................................................................................41  

1PB10  

<11:30> 

[B ｺ 2]   

BOPP フィルムにおける絶縁破壊電圧の固体構造制御…

…
○依田 勝寛 1・奥山 佳宗 1・池田 一雄 1・中田 将裕 1・

宮田 忠和 1 

 1)王子 HD ...................................................................................42  

1PB11  

<11:40>  

[B ｺ 3]   

超高屈折率有機ポリマー……
○石井 宏寿 1・那須野 一郎

1・原田 洋介 1・大石 好行 2 

 1)出光興産、2)岩手大工 ...................................................43  

1PB12  

<11:50>  

[B ｺ 3]   

ゲル固定化コロイド結晶上に形成したプラズモニック・フォ

トニック結晶ナノ構造の観察……
○川上 翔 1・森 篤史 2・長

嶋 剣 3・橋本 修一 2・原口 雅宣 2・澤田 勉 4 

 1)徳島大院先端、2)徳島大院ソシオテクノ、3)北大低
温研、4)物材機構 ......................................................................44  

  



1PB13  

<12:00>  

[B ｺ 3]   

フルオレン系交互コポリマーの吸収発光特性に与える溶

媒効果……
○吉本 翔成 1・藤木 道也 1 

 1)奈良先端大物質 ................................................................ 45  

1PB14  

<12:10>  

[B ｺ 3]   

エマルションをテンプレートとする球状コロイド結晶の調製

……
○芦田 匠 1・小野 努 1 

 1)岡山大院自然 ..................................................................... 46  

1PB15  

<12:20>  

[B ｺ 3]   

ランバーシアン光拡散フィルム……
○前川 茂俊 1・田中 正

太郎 1・島津 綾子 1 

 1)東レ ........................................................................................... 47  

1PB16  

<13:30>  

[B ｺ 3]   

高輝度アップコンバージョン微粒子の開発……
○大橋 賢

次 1・大鷲 圭吾 1 

 1)積水化学 ............................................................................... 48  

1PB17  

<13:40> 

[B ｺ 4]    

リチウムイオン電池用 PAN 系バインダーの開発……
○松本 

晃和 1・岡田 春樹 1・下中 綾子 1・藤江 史子 1・時光 亨
1 

 1)三菱レイヨン .......................................................................... 49  

1PB18  

<13:50>  

[B ｺ 4]    

リチウムイオン二次電池用カーボネート系オリゴマー電解

質における分岐構造と分子量の導電率への影響……
○嘉

悦 勝博 1・大石 智之 2・平井 智康 1,2,3・檜垣 勇次 1,2,3・

小椎尾 謙 1,2,3・高原 淳 1,2,3 

 1)九大院工、2)九大先導研、3)WPI-I2CNER .......... 50  

1PB19  

<14:00>  

[B ｺ 4]    

スルホフェニレン構造を有するプロトン導電性芳香族共

重合体の合成と物性評価……
○滝 隆之介 1・三宅 純平

2・秋山 良 3・宮武 健治 2,3 

 1)山梨大院医工、2)山梨大クリエネ研セ、3)山梨大燃
電ナノ研 .......................................................................................... 51  

1PB20  

<14:10>  

[B ｺ 4]    

汎用高分子とシリカ微粒子からなる高プロトン伝導膜の創

製……
○志藤 慶治 1・増原 陽人 1,2・松井 淳 3・有田 稔彦

4 

 1)山形大院理工、2)山形大 ROEL、3)山形大理、4)東
北大多元研 .................................................................................. 52  

1PB21  

<14:20> 

[B ｺ 4]     

リチウムイオン二次電池のガス発生を抑制する電極ポリ

マーコーティング……
○榊原 圭太 1・辻井 敬亘 1・正村 亮

2・森永 隆志 2・佐藤 貴哉 2・瓶子 克 3・豊川 卓也 3・堂

前 京介 4・田渕 光春 5・前田 勝美 6・田村 宜之 6・村上 

朝夫 6 

 1)京大化研、2)鶴岡高専、3)積水化学、4)田中化学、
5)産総研、6)NEC ....................................................................... 53  

1PB22  

<14:30>  

[B ｺ 4]    

ナノ白金を固定化したデンドロンを持つ膨張化炭素繊維

の合成と燃料電池の酸素電極としての評価……
○杉本 和

重 1・信岡 かおる 2・豊田 昌宏 2・石川 雄一 2 

 1)大分大院工、2)大分大工.............................................. 54  

1PB23  

<14:40>  

[B ｺ 5]    

電子線リソグラフィにおけるレジスト性能の分子量分布依

存性……
○誉田 明宏 1・山本 洋揮 1・吉武 秀介 2・古澤 

孝弘 1 

 1)阪大産研、2)NuFlare Technology ............................. 55  

1PB24  

<14:50>   

[B ｺ 5]    

キラル場としてらせん型二分子膜を活用した円偏光発光

材料の開発……
○鐘ヶ江 渉 1・信岡 かおる 1・原田 拓典

1・石川 雄一 1 

 1)大分大工 ............................................................................... 56  

1PB25  

<15:00>  

[B ｺ 5]     

SWCNT を用いた熱電発電デバイスの応用……
○石丸 維

敏 1・野々口 斐之 2・河合 壯 2 

 1)積水化学、2)奈良先端大院 ........................................ 57  

1PB26  

<15:10>  

[B ｺ 5]     

新規チオフェン系共重合体の合成と性質……
○高木 祐里

香 1・杉本 隆一 1 

 1)高知工大 ............................................................................... 58  

1PB27  

<15:20>   

[B ｺ 5]    

高透明性、長波長吸収等を有する高機能性紫外線吸

収剤の開発……
○矢下 亜紀良 1・金子 信裕 1・金子 恒太

郎 1・河合 功治 1・獅野 裕一 2 

 1)ミヨシ油脂、2)東海光学 .................................................. 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃセッション 

高性能・高機能材料  

 

 Presentation Time 1 

 <10:30～11:30> 1PC16～1PC43 

 <14:00～15:00> 1PC01～1PC15 

 

 Presentation Time 2(コメンテータの訪問時間) 
Ｃセッション コメンテータ 

C ｺ 1：伊藤 耕三    C ｺ 2：打田    聖    C ｺ 3：遠田    淳 

C ｺ 4：遠藤 洋史    C ｺ 5：岡本 卓治    C ｺ 6：加藤 隆史 

C ｺ 7：早川 晃鏡    C ｺ 8：廣瀬 卓司    C ｺ 9：小柳津研一 

(展示ホール) 
1PC01  

<10:00>  

[C ｺ 1] 

シクロデキストリンを含有するポリウレタンエラストマーの研

究 2……
○謝 安 1・井上 眞一 1 

 1)愛知工大院工 ......................................................................60  

1PC02  

<10:10>  

[C ｺ 1]  

新規脂環式ジイソシアナート FORTIMO®1,4-H6XDI およ

びそれを用いたポリウレタンエラストマー……
○山崎 聡 1・

桑村 五郎 1・森田 広一 1・小椎尾 謙 2 

 1)三井化学、2)九大先導研 ..............................................61  

1PC04  

<10:30>   

[C ｺ 1] 

チオールエン反応によるジョイント-リンカー型イオン導電

性ゲルの合成と電気化学的特性解析……
○石田 智睦 1・

永 直文 1・古川 英光 2 

 1)芝浦工大院理工、2)山形大院理工 ..........................62  

1PC05  

<10:40>   

[C ｺ 1] 

芳香環末端型ジアセチレンゲル化剤の構造最適化によ

る有機ゲル中での高効率な光重合……
○楢崎 健太 1・高

橋 大樹 1・玉置 信之 3・青木 健一 1,2 

 1)東理大院総化、2)東理大理、3)北大電子研 .......63  

1PC06  

<10:50>   

[C ｺ 2] 

高い光重合活性を示すジアセチレンゲル化剤の開発とゲ

ル中へのポリジアセチレンパターンの形成……
○高橋 大樹

1・楢崎 健太 1・玉置 信之 2・青木 健一 1,3 

 1)東理大院総化、2)北大電子研、3)東理大理 .......64  

1PC07  

<11:00>    

[C ｺ 2] 

アラニンベンジルエステル部位を末端に有する光重合性

ジアセチレンゲル化剤の合成と特性評価……
○植田 美里

1・小林 佑子 1・玉置 信之 2・青木 健一 1,3 

 1)東理大院総化、2)北大電子研、3)東理大理 .......65  

1PC08  

<11:10>    

[C ｺ 2] 

末端にアミノ酸構造を有するジアセチレン有機ゲル化剤

のゲル化および光重合特性……
○小林 佑子 1・玉置 信之

2・青木 健一 1,3 

 1)東理大院総化、2)北大電子研、3)東理大理 .......66  

1PC09  

<11:20>   

[C ｺ 2]  

重合性ジェミニ型界面活性剤を用いたマイクロ・ナノカプ

セルの調製と応用……
○高松 雄一朗 1・矢野 亘記 1・古

林 典之 2・小川 隆 1・杉山 克之 1・酒井 健一 2,3・酒井 

秀樹 2,3 

 1)ミヨシ油脂、2)東理大理工、3)東理大総研............67  

1PC10  

<11:30>    

[C ｺ 2] 

光応答性ポリマーソームの構造解析と内包物放出挙動

……
○山本 翔太 1・中西 淳 2・中濱 精一 3・山口 和夫 1,3 

 1)神奈川大理、2)物材機構 MANA、3)神奈川大光材
料研 ...................................................................................................68  

1PC11  

<11:40>    

[C ｺ 3] 

コアシェル型粒子を用いた中空粒子の創製と機能制御…

…
○黒田 翔一 1・福井 有香 1・藤本 啓二 1 

 1)慶應大院理工 ......................................................................69  

1PC12  

<11:50>     

[C ｺ 3] 

微小流路を用いた Core-Shell 型マイクロカプセル生成に

関する研究……
○遠藤 夏実 1・鳥居 徹 1 

 1)東大新領域 ...........................................................................70  

1PC13  

<12:00>    

[C ｺ 3]  

徐放特性を制御したポリ乳酸ナノカプセルの調製……
○坂

本 優衣 1・小野 努 1 

 1)岡山大院自然 ......................................................................71  

1PC14  

<12:10>    

[C ｺ 3]  

ポリマーブラシを付与したプレート状微粒子の合成……
○増

田 翔太 1・大野 工司 1,2・辻井 敬亘 1 

 1)京大化研、2)JST-PRESTO ...........................................72  

1PC15  

<12:20>    

[C ｺ 3]  

メタロ超分子ブロックコポリマーを利用した高分子微粒子

表面の金属修飾……
○平塚 翔一 1・小野 努 1 

 1)岡山大院自然 ......................................................................73  

1PC16  

<13:30>    

[C ｺ 4]  

末端イソシアネート化 PEG の結合によるセルロースナノウ

ィスカーの立体安定化……
○別所 佑希子 1・荒木 潤 2,3 

 1)信州大院理工、2)信州大繊維、3)信州大ＩＦＥＳ..74  



1PC17  

<13:40>    

[C ｺ 4] 

長尺の単層 CNT を添加することにより耐熱性を 100℃

向上させたフッ素ゴム材料……
○阿多 誠介 1,2・水野 貴瑛

2・西澤 あゆみ 1・臼田 永一 2・友納 茂樹 1,2・山田 健郎
1,2・畠 賢治 1,2 

 1)産総研、2)TASC ................................................................ 75  

1PC18  

<13:50>    

[C ｺ 4] 

不飽和結合を持つアルコールで分解されたガラス繊維

強化プラスチックの樹脂の硬化反応……
○池永 和敏 1,2・

永光 浩樹 2・菊川 智則 2 

 1)崇城大院工、2)崇城大工.............................................. 76  

1PC19  

<14:00>    

[C ｺ 4] 

新規なナノセルロース強化ポリアミド樹脂の開発……
○中

井 美穂 1・熊澤 頌平 1 

 1)ユニチカ .................................................................................. 77  

1PC20  

<14:10>   

[C ｺ 4]   

バイオミネラリゼーションに倣う高分子/炭酸カルシウム複

合材料の開発……
○石橋 健太 1・中野 貴理博 2・向尾 良

樹 2・小深田 修治 2・浅田 光則 2・遠藤 了慶 2・西村 達

也 1・加藤 隆史 1 

 1)東大院工、2)クラレ ........................................................... 78  

1PC21  

<14:20>    

[C ｺ 5] 

結晶性成分をブレンドしたシリコーン・エラストマーの力学

物性および引張り過程における構造変化……
○磯貝 由紀

子 1・増田 綾子 1・上原 宏樹 1・山延 健 1・増永 啓康 2・

秋山 映一 3 

 1)群大院理工、2)JASRI/SPring-8、3)相模中研 .. 79  

1PC22  

<14:30>    

[C ｺ 5]  

多段階溶媒置換法を用いたポリイミド構造膜の構造解析

および物性評価……
○水野 直樹 1・中野 涼子 2・関口 博

史 2・八尾 滋 1,2 

 1)福岡大院工、2)福岡大工.............................................. 80  

1PC23  

<14:40>     

[C ｺ 5] 

ルイス酸添加に基づくポリメタクリル酸メチル（PMMA）ブラ

シの立体規則性制御とその構造・物性評価……
○平井 智

康 1,2,3・佐藤 雅尚 1・高原 淳 1,2,3 

 1)九大院工、2)九大先導研、3)WPI-I2CNER .......... 81  

1PC24  

<14:50>    

[C ｺ 5]  

マイクロ波加熱による高分子材料のリン酸化……
○沖原 巧

1 

 1)岡山大院自然 ..................................................................... 82  

1PC25  

<15:00>    

[C ｺ 5]  

含フッ素共重合体の添加によるゴム材料表面のぬれ性

制御……
○本田 幸司 1・長谷 朝博 1 

 1)兵庫県工技セ ...................................................................... 83  

1PC26  

<15:10>     

[C ｺ 6] 

フッ素－アクリルエマルション複合表面の動的濡れ性と

防汚性の相関……
○石井 大佑 1・平田 駿 2・鈴木 里枝

2・吉井 公彦 3・関口 学 3 

 1)名工大院工、2)名工大工、3)JSR ............................. 84  

1PC27  

<15:20>    

[C ｺ 6]  

光応答性自己組織化単分子膜を用いた銀インクの選択

的塗布と表面反応性制御……
○小西 翼 1・山口 和夫 1,2 

 1)神奈川大理、2)神奈川大光材料研 ......................... 85  

1PC28  

<15:30>     

[C ｺ 6] 

ベンジル位に様々な置換基を有する 2-ニトロベンジル型

光分解性リンカーの開発と細胞パターニングに向けた光

応答性基板の作製……
○池上 皓稀 1・山本 翔太 1・中西 

淳 2・山口 和夫 1,3 

 1)神奈川大理、2)物材機構 MANA、3)神奈川大光材
料研 .................................................................................................. 86  

1PC29  

<15:40>     

[C ｺ 6] 

複合材料用トリアジン系ポリイミド熱硬化物の作製と特性

……佐々木 佳子 1・佐々木 茂子 1・芝崎 祐二 1・○大石 

好行 1 

 1)岩手大工 ............................................................................... 87  

  

1PC30  

<13:30>    

[C ｺ 7]  

カチオン性オリゴエーテルの開発と特性……太田 圭祐 1・

ホアン テ バン 1・○早野 重孝 1・角替 靖男 1・坂本 圭 1 

 1)日本ゼオン ............................................................................ 88  

1PC31  

<13:40>    

[C ｺ 7] 

シンナモイル基を有するトレハロース誘導体の光機能性

材料への応用……
○矢野 慎也 1・寺本 直純 1・島崎 俊明

1・柴田 充弘 1 

 1)千葉工大工 .......................................................................... 89  

1PC32  

<13:50>   

[C ｺ 7]   

草本系リグニンを活用した高性能フェノール樹脂……
○木

村 肇 1・大塚 恵子 1・松本 明博 1・米川 盛生 1・大橋 

康典 2・周 霖 2・山本 麻衣子 2 

 1)阪市工研、2)ハリマ化成 ................................................. 90  

1PC33  

<14:00>    

[C ｺ 7] 

耐熱透明ポリケトン……
○水口 菜々子 1・松谷 寛 1・南 大

貴 2・前山 勝也 2 

 1)日立化成、2)山形大院理工 ........................................ 91  

  

1PC34  

<14:10>    

[C ｺ 7] 

高耐熱高摺動性樹脂の開発……
○安藤 正寿 1 

 1)ＪＸ日鉱日石エネルギー ..................................................92  

1PC35  

<14:20>   

[C ｺ 8]   

耐熱性・耐光性に優れた新規低粘度エポキシ樹脂の開

発……
○諏訪 剛史 1・上田 祐揮 1・遠藤 勇樹 1・田中 章

博 1 

 1)日産化学 ................................................................................93  

1PC36  

<14:30>    

[C ｺ 8]   

低誘電特性を有する新規エポキシ反応性希釈剤……
○上

田 祐揮 1・諏訪 剛史 1・遠藤 勇樹 1・田中 章博 1 

 1)日産化学 ................................................................................94  

1PC37  

<14:40>   

[C ｺ 8]    

2 官能性エポキシの硬化反応における各種スルホニウム

塩の熱潜在性カチオン硬化剤としての評価……
○板本 吉

弘 1・河岡 良明 1・高下 勝滋 1・遠藤 剛 2 

 1)三新化学、2)近畿大分子研 .........................................95  

1PC38  

<14:50>   

[C ｺ 8]    

単一芳香環に複数のグリシジル基を有する新規エポキシ

樹脂の開発……
○山下 千佳 1・石橋 圭孝 1・鎌田 博稔 1 

 1)昭和電工 ................................................................................96  

1PC39  

<15:00>   

[C ｺ 8]    

ポリエンデンドリマーの大量合成とエン・チオールＵＶ硬化

材料への応用……
○今西 亮太 1・青木 健一 1,2 

 1)東理大院総化、2)東理大理 .........................................97  

1PC40  

<15:10>   

[C ｺ 9]    

低温解離型ブロックポリイソシアネートの合成……
○鈴木 

静 1・岡本 安史 1 

 1)大榮産業 ................................................................................98  

1PC41  

<15:20>  

[C ｺ 9]    

張力・熱により色変化する高分子材料……
○土原 健治 1・

石田 敬雄 1 

 1)産総研 .....................................................................................99  

1PC42  

<15:30> 

[C ｺ 9]     

湿式紡糸プロセスを用いて調製した微細な中空ファイバ

ー……
○豊田 翔平 1・小野 努 1 

 1)岡山大院自然 ...................................................................100  

1PC43  

<15:40> 

[C ｺ 9]     

Polypropylene fiber deodorant to aging body odor……
○

水上 義勝 1・秋庭 英治 2 

 1)サンサーラ、2)クラレリビング .......................................101  

  

 11 月 27 日(金) 

招待講演  
 

  Ｂセッション 

電気・光・情報・エネルギー  
(瑞雲) 

［座長 富永 洋一］ 
2BIL01  

<9:30>  

強誘電・圧電ポリマー材料……
○古川 猛夫 1・児玉 秀和 1 

 1)小林理研 .............................................................................102  

2BIL02  

<10:00>  

エネルギーハーベスティングを目指した有機熱電変換材

料……
○青合 利明 1 

 1)富士フイルム ......................................................................104  

［座長 竹岡 裕子］ 
2BIL03  

<10:30>  

産業応用を見据えた新規有機半導体材料の開発……
○

岡本 敏宏 1,2 

 1)東大院新領域、2)JST さきがけ ................................106  

2BIL04  

<11:00>  

メタロポリマー～原子レベルの有機-無機ハイブリッド材料

～……
○北條 博彦 1 

 1)東大生産研 ........................................................................108  

［座長 眞田 隆］ 
2BIL05  

<11:30>  

高蛍光性ポリイミドの物質設計と太陽光スペクトル変換特

性……
○安藤 慎治 1・松崎 あや 1・神原 武彦 1・鹿末 健

太 1 

 1)東工大院理工 ...................................................................110  

2BIL06  

<14:30>  

光学フィルム用アクリルポリマーの開発……
○上田 賢一 1 

 1)日本触媒 .............................................................................112  

［座長 生方 俊］ 
2BIL07  

<15:00>  

次世代燃料電池を目指した非フッ素系電解質膜の開発

……
○宮武 健治 1,2・三宅 純平 1 

 1)山梨大クリエネ研セ、2)山梨大燃料電池ナノ材研セ
 ..........................................................................................................114  

 

 

 



2BIL08  

<15:30>  

固体高分子形および固体アルカリ燃料電池用電解質膜

の設計・開発……
○山口 猛央 1,2,3 

 1)東工大資源研、2)JST-CREST、3) KAST ......... 116  

 

  Ｃセッション 

高性能・高機能材料  
(平安) 

［座長 打田 聖］ 
2CIL01  

<9:30>  

スライドリング・マテリアルの実用化……
○野田 結実樹 1 

 1)アドバンスト・ソフトマテリアルズ ................................... 118  

2CIL02  

<10:00>  

超複屈折ポリエステルフィルム（SRF®）の開発……
○佐々

木 靖 1 

 1)東洋紡.................................................................................. 120  

2CIL03  

<10:30>  

ピッチ系炭素繊維の現状と将来……
○中越 明 1 

 1)三菱レイヨン ....................................................................... 122  

［座長 伊藤 耕三］ 
2CIL04  

<11:00>  

新規成形加工プロセスを利用した高性能・高機能高分

子材料の創出……樹玉 祐希 1・紺野 拓哉 1・末永 博人
1・石神 明 1・○伊藤 浩志 1 

 1)山形大院理工 .................................................................. 124  

2CIL05  

<11:30>  

変性 SBR の分子構造がシリカ配合物の耐摩耗性に及ぼ

す影響……
○井上 芳久 1・斉藤 斉 1・松田 孝昭 1・村上 

公也 2・山崎 悟 2・永田 員也 3・吉田 博久 4 

 1)旭化成ケミカルズ、2)旭化成、3)富山県大工、4)首
都大都市環境 .......................................................................... 126  

［座長 魚津 吉弘］ 
2CIL06  

<14:30>  

3D ゲルプリンターによるデザイナブルゲル開発……
○古川 

英光 1,2 

 1)山形大院理工、2)山形大 LPIC ................................ 128  

2CIL07  

<15:00>  

ナノフィラー界面制御によるゴムの高機能化……
○永田 員

也 1 

 1)富山県大工 ....................................................................... 130  

2CIL08  

<15:30>  

両立困難な特性を併せ持つ高寸法安定性耐熱ポリマー

……
○長谷川 匡俊 1・金木 貴之 1・石井 淳一 1 

 1)東邦大理 ............................................................................ 132  

  

ポスター発表  
 

 Ａセッション 

環境･ライフサイエンス材料  

 

 Presentation Time 1 

 <10:30～11:30> 2PA16～2PA33 

 <14:00～15:00> 2PA01～2PA15 

 

 Presentation Time 2(コメンテータの訪問時間) 
A セッション コメンテータ 

A ｺ 1：安田 知一    A ｺ 2：吉江 尚子    A ｺ 3：国岡 正雄 

A ｺ 4：芹澤  武     A ｺ 5：長崎 幸夫    A ｺ 6：山田 和典 

A ｺ 7：秋山 映一    

(桃源) 
2PA01  

<9:30>  

[A ｺ 1] 

天然高分子の敗血症性多臓器不全予防への応用……
○

礒部 隆史 1・小藤 恭子 2・埴岡 伸光 1・村田 慶史 2 

 1)横浜薬大、2)北陸大薬 ................................................ 134  

2PA02  

<9:40>  

[A ｺ 1] 

アルギン酸加水分解物によるフィルム製剤の修飾……
○

村田 慶史 1・小藤 恭子 1・礒部 隆史 2・水谷 勝史 3・釜

口 良誠 3 

 1)北陸大薬、2)横浜薬大薬、3)森下仁丹 .............. 135  

2PA03  

<9:50>  

[A ｺ 1] 

ガラクトマンナンの合成と硫酸化による抗ウイルス性……ダ

バンヤム ボタラクチャ 1・ムスチン トギシ 1・○吉田 孝 1・

瓜生 敏之 1・金本 大成 2・中島 秀喜 2・山本 直樹 3 

 1)北見工大、2)聖マリアンナ医大、3)シンガポール国
大医 ............................................................................................... 136  

  

2PA04  

<10:00> 

[A ｺ 1]  

光で細胞接着性を制御できるガラスボトムディッシュの開

発……
○伊藤 倫子 1・山本 翔太 2・中西 淳 3・山本 浩司

4・山口 和夫 1,2 

 1)神奈川大光材料研、2)神奈川大理、3)物材機構
MANA、4)ニイガタ....................................................................137  

2PA05  

<10:10>  

[A ｺ 1] 

水和イオン液体を用いたレクチンの保存とリフォールディ

ング挙動の検討……
○真田 美希 1,2・藤田 恭子 1,2・大野 

弘幸 1,2 

 1)農工大院工、2)農工大 FILL ......................................138  

2PA06  

<10:20>  

[A ｺ 2] 

疎水化ポリ（γ-グルタミン酸）ナノ粒子を用いたワクチン

開発・DDS 研究……
○赤木 隆美 1・馬場 昌範 2・明石 満

1 

 1)阪大院生命、2)鹿児島大院医歯 ............................139  

2PA07  

<10:30>  

[A ｺ 2]  

γ-PGA-PAE ナノ粒子の製造法開発……
○高橋 晴之 1・

平 光 1・廣瀬 淳 1・池田 眞弓 1・原 陽子 1・長尾 将男
1・赤木 隆美 2・明石 満 2 

 1)武田薬品、2)阪大院生命 ...........................................140  

2PA08  

<10:40>  

[A ｺ 2]  

r-PGA, r-PGA-PAE 及びナノ粒子の分析法の開発……
○

池田 眞弓 1・安岡 達也 1・原 陽子 1・長尾 将男 1・赤木 

隆美 2・明石 満 2 

 1)武田薬品、2)阪大院生命 ...........................................141  

2PA09  

<10:50>  

[A ｺ 2]  

リグノフェノール／ナノセルロースハイブリッドを使用したＰ

Ｐ複合材料の開発……
○野寺 明夫 1・藤本 めぐみ 1・舩岡 

正光 2・徳永 有希 2・野田 秀夫 3・楠本 英世 4 

 1)出光ライオンコンポジット、2)三重大院生物資源、3)
関西化学機械製作、4)ＬＩＰＳ ..............................................142  

2PA10  

<11:00>   

[A ｺ 2] 

非可食植物性油脂を基盤とするポリウレタンエラストマー

の開発……
○笠原 朋樹 1・宇山 浩 1 

 1)阪大院工 .............................................................................143  

2PA11  

<11:10>   

[A ｺ 3] 

ピロガロールと没食子酸のアリルエーテルおよびアクリレー

ト誘導体の thiol-ene 光重合を用いたバイオベースポリマ

ーネットワーク……
○植村 雄太 1・島崎 俊明 1・寺本 直純

1・柴田 充弘 1 

 1)千葉工大院工 ...................................................................144  

2PA12  

<11:20>  

[A ｺ 3]  

メラミンとイソシアヌル酸で熱硬化した水溶性バイオベー

スエポキシ樹脂の熱・力学物性……
○佐藤 一起 1・横山 

猛 1・島崎 俊明 1・寺本 直純 1・柴田 充弘 1 

 1)千葉工大院工 ...................................................................145  

2PA13  

<11:30>  

[A ｺ 3]  

ひまし油変性ε-カプロラクトンオリゴマーから誘導される

ポリエステル-ウレタンネットワークを用いたポリ(L-ラクチ

ド)の強靭化……
○藤ヶ崎 隼也 1・寺本 直純 1・島崎 俊明

1・柴田 充弘 1 

 1)千葉工大院工 ...................................................................146  

2PA14  

<11:40>   

[A ｺ 3] 

カルダノールリノレン酸エステルおよびアリルカルダニルエ

ーテルとビスマレイミドからなる高性能バイオベース熱硬

化性樹脂の作製と物性……
○半野田 芳樹 1・島崎 俊明

1・寺本 直純 1・柴田 充弘 1 

 1)千葉工大院工 ...................................................................147  

2PA15  

<11:50>   

[A ｺ 3] 

DNA のシェル層を有する微粒子の創製……
○長谷川 嵩

1・福井 有香 1・藤本 啓二 1 

 1)慶應大院理工 ...................................................................148  

2PA16  

<13:00>  

[A ｺ 4]  

ホスホリラーゼによる pH 応答性両性グリコーゲンゲルの

酵素合成……
○高田 祐成 1・山元 和哉 1・門川 淳一 1 

 1)鹿児島大院理工 ..............................................................149  

2PA17  

<13:10>  

[A ｺ 4] 

自己組織化キチンナノファイバーの表面修飾とコンポジッ

ト化……
○遠藤 瞭 1・山元 和哉 1・門川 淳一 1 

 1)鹿児島大院理工 ..............................................................150  

2PA18  

<13:20>  

[A ｺ 4] 

トチュウエラストマーを利用したポリマーブレンドの調製と

耐衝撃性の評価……
○細田 直 1・窪田 竹善 1・庄 錦煌

2・中澤 慶久 2・宇山 浩 1 

 1)阪大院工、2)日立造船 ................................................151  

2PA19  

<13:30> 

[A ｺ 4]   

微粉体結晶性セルロースと高分子による機能化結晶性

セルロースフィラーの開発……
○有田 稔彦 1・荒木 潤 2,3 

 1)東北大多元研、2)信州大繊維、3)信州大 IFES152  

2PA20  

<13:40>  

[A ｺ 4] 

構造可変型リグノフェノール由来エポキシ樹脂の硬化物

特性……
○長谷川 知貴 1・舩岡 正光 2・岡本 健次 1 

 1)富士電機、2)三重大院生物資源 ............................153  

 

 

 



2PA21  

<13:50> 

[A ｺ 5]   

リグニンの多段階構造標準化システム ～持続的工業原

料化に向けて～……
○水谷 春香 1・生島 宏典 1・徳永 有

希 2・田中 拓人 2・畠 智之 2・舩岡 正光 1 

 1)三重大院生物資源、2)三重大生物資源 ............ 154  

2PA22  

<14:00> 

[A ｺ 5]   

リグニン構成分子セグメントの選択的制御 ～

Diphenylmethane 構造を経由する新しいシステム～……
○

水谷 春香 1・舩岡 正光 1 

 1)三重大院生物資源 ........................................................ 155  

2PA23  

<14:10> 

[A ｺ 5]   

縮合反応を応用する新しい機能性リグニンゲルの創製…

…
○畠 智之 1・舩岡 正光 2 

 1)三重大生物資源、2)三重大院生物資源 ............ 156  

2PA24  

<14:20> 

[A ｺ 5]   

芳香族代謝システムをミミックするリグニン系構造体の分

子規格化 ~工業原料プラットフォームの構築~……
○徳永 

有希 1・舩岡 正光 2 

 1)三重大生物資源、2)三重大院生物資源 ............ 157  

  

2PA25  

<13:00> 

[A ｺ 6]   

天然由来の高熱伝導ナノファイバー材料……
○岡田 拓巳

1・上谷 幸治郎 1・大山 秀子 1 

 1)立教大院理 ....................................................................... 158  

2PA26  

<13:10> 

[A ｺ 6]   

ポリ乳酸ブレンドモノリスの in vitro での加水分解挙動……
○中村 裕介 1・大山 秀子 1 

 1)立教大院理 ....................................................................... 159  

2PA27  

<13:20>  

[A ｺ 6]   

メラニン顆粒から着想して作製したコア-シェル粒子を用

いる多彩な発色の構造色材料……
○桑折 道済 1・河村 

彩香 1・谷口 竜王 1・岸川 圭希 1 

 1)千葉大院工 ....................................................................... 160  

2PA28  

<13:30> 

[A ｺ 6]    

樹木に学ぶ微細構造フィルムの創製……
○井澤 浩則 1・

奥田 記子 1・伊福 伸介 1・森本 稔 2・斎本 博之 1 

 1)鳥取大院工、2)鳥取大生命研セ ............................ 161  

2PA29  

<13:40> 

[A ｺ 7]    

バイオミメティックアプローチによるフレキシブル液体輸送

デバイスの作製……
○河合 航輝 1・伊藤 嵩人 1・石井 大

佑 1 

 1)名工大院工 ....................................................................... 162  

2PA30  

<13:50> 

[A ｺ 7]    

高分子スピロピランを用いた光応答的な金属イオン回収

評価……
○笹崎 裕城 1・鈴木 隆之 1・大西 孝博 2・中村 

洋一郎 2・添田 進也 3・有賀 俊雄 3 

 1)東電機大院工、2)日野自動車、3)東京濾器 .... 163  

2PA31  

<14:00> 

[A ｺ 7]    

色調変化型高分子ゲルを用いた塩水中における pH 測

定……
○小林 義秀 1・鈴木 隆之 1・石井 憲章 2 

 1)東電機大院工、2)大倉電気 ..................................... 164  

2PA32  

<14:10> 

[A ｺ 7]    

pH センシングのための色調変化型高分子ゲルの合成と

比色分析法による精度評価……
○小野 栞 1・鈴木 隆之

1・石井 憲章 2 

 1)東電機大院工、2)大倉電気 ..................................... 165  

2PA33  

<14:20> 

[A ｺ 7]    

酸化分解性ポリマー材料の開発……
○木原 伸浩 1 

 1)神奈川大理 ....................................................................... 166  

  

Ｄセッション 

ポリマー材料の設計・合成・加工・解析  

 

 Presentation Time 1 

 <10:30～11:30> 2PD16～2PD35 

 <14:00～15:00> 2PD01～2PD15 

 Presentation Time 2(コメンテータの訪問時間) 
D セッション コメンテータ 

D ｺ 1：河合 道弘    D ｺ 2：真崎 仁詩    D ｺ 3：板谷 博治 

D ｺ 4：角替 靖男    

(展示ホール) 
2PD01  

<9:30>  

[D ｺ 1] 

フェムトリアクターを用いたジメチルジクロロシランの重合

反応……
○井戸 洋平 1・富永 健一 1・脇坂 昭弘 1 

 1)産総研.................................................................................. 167  

2PD02  

<9:40>  

[D ｺ 1] 

熱水噴出孔模擬環境での開始剤の一斉開裂を利用した

高速フリーラジカル重合……
○木下 圭剛 1・出口 茂 1 

 1)海洋機構 ............................................................................ 168  

 

 

 

2PD03  

<9:50> 

[D ｺ 1]  

重合禁止剤「キノパワー」のビニルモノマーへの適用……
○

中川 明彦 1・井内 啓太 1・池尻 雄治郎 1 

 1)川崎化成 .............................................................................169  

2PD04  

<10:00> 

[D ｺ 1]  

共役高分子における分子間相互作用機能付与……
○大

前 武士 1・目黒 晃 1・岡本 秀二 1 

 1)綜研化学 .............................................................................170  

2PD05  

<10:10> 

[D ｺ 1]  

メチン系 EDOT の合成と材料特性……
○宮本 豪 1・小林 

文明 1・岡本 秀二 1 

 1)綜研化学 .............................................................................171  

2PD06  

<10:20> 

[D ｺ 1]  

N,N-ジアルキル-α-フェニルアクリルアミドのアニオン重

合……
○上條 太治 1・伊藤 祥太郎 1・打田 聖 1・石曽根 

隆 1 

 1)東工大院理工 ...................................................................172  

2PD07  

<10:30> 

[D ｺ 1]  

1,3-デヒドロアダマンタン類の開環重合によるポリアダマン

タンの合成……
○倉島 玲央 1・中村 太亮 1・猪股 壮太郎

1・打田 聖 1・石曽根 隆 1 

 1)東工大院理工 ...................................................................173  

2PD08  

<10:40> 

[D ｺ 1]  

低誘電特性を有する有機無機複合材料……
○嶋宮 歩 1・

二田 完 1・峰岸 昌司 1 

 1)太陽インキ製造 ................................................................174  

2PD09  

<10:50> 

[D ｺ 2]  

高反射率・高耐久性を有するトランスファー成形材料の

開発……
○竹内 千尋 1・山下 太輔 1・浦岡 祐輔 1・山本 

広志 1 

 1)パナソニック ........................................................................175  

2PD10  

<11:00>  

[D ｺ 2] 

環境対応型ポリウレタン樹脂の開発……
○木部 佳延 1・石

丸 勇雄 1 

 1)日華化学 .............................................................................176  

2PD12  

<11:20> 

[D ｺ 2]   

顔料の分散状態及びそれらの製膜性の相関解明……
○井

川 茂 1・荘司 貢平 1・黒田 香織 1・成瀬 秀則 1 

 1)ＪＳＲ .......................................................................................177  

2PD13  

<11:30> 

[D ｺ 2]   

フォトンファクトリーの小角散乱ビームラインを利用した高

分子材料分析……
○高木 秀彰 1・清水 伸隆 1・五十嵐 教

之 1・森 丈晴 1・西條 慎也 1・大田 浩正 2・永谷 康子 1・

谷田部 景子 1 

 1)高エネ研、2)三菱電機 SC ..........................................178  

2PD14  

<11:40> 

[D ｺ 2]   

高感度 X 線顕微鏡による包装用高分子材料の内部μ

m 構造の観察と解析……
○武田 佳彦 1・濱田 賢作 1・廣

瀬 雷太 1・表 和彦 1 

 1)リガク ......................................................................................179  

2PD15  

<11:50> 

[D ｺ 2]   

「京」コンピュータによるπ共役高分子系の大規模量子

電気伝導計算……
○星 健夫 1,2・横山 誠也 1・井町 宏人

1,2・梶 貴美 1・多田 朋史 3 

 1)鳥取大院工、2)JST-CREST、3)東工大元素 ....180  

2PD16  

<13:00>  

[D ｺ 3]   

ポリマーアロイ用変性ＳＡＮ樹脂の開発……
○深町 雄介 1・

前田 一彦 1・藤井 秀幸 1 

 1)UMG ABS .............................................................................181  

2PD17  

<13:10>   

[D ｺ 3]   

反応性ポリマーを用いた PC/ABS アロイの衝撃強度改

善と加水分解抑制……
○西野 広平 1・進藤 有一 1・高山 

哲生 2・伊藤 浩志 2 

 1)デンカ、2)山形大院理工 ..............................................182  

2PD18  

<13:20>   

[D ｺ 3]   

ポリマーブラシ付与複合微粒子によるポリマー/イオン液

体ブレンド膜の相分離構造制御……
○八幡 芳和 1・大野 

工司 1,2・辻井 敬亘 1 

 1)京大化研、2)JST-PRESTO ........................................183  

2PD19  

<13:30>  

[D ｺ 3]    

急速凍結過程を用いた高分子メソ多孔化法……
○佐光 

貞樹 1・藤井 義久 1・一ノ瀬 泉 1 

 1)物材機構 .............................................................................184  

2PD20  

<13:40>  

[D ｺ 3]    

蛍光ラベル法による架橋ポリスチレン粒子の不均一内部

構造の可視化……
○長井 俊樹 1・西岡 義仁 1・藤木 道也

1 

 1)奈良先端大院物質 .........................................................185  

2PD21  

<13:50>  

[D ｺ 3]    

ポリ（フェニレンスルフィド）“ナノアロイ”樹脂……
○斎藤 圭

1・井砂 宏之 1・松本 英樹 1 

 1)東レ .........................................................................................186  

2PD22  

<14:00>  

[D ｺ 3]    

重合速度制御がアクリル樹脂のナノ相分離構造に及ぼ

す影響……
○椋木 一詞 1・山田 直子 1・山本 勝宏 2 

 1)三菱レイヨン、2)名工大院工 ......................................187  

  

  



2PD23  

<14:10>   

[D ｺ 3]   

マイクロ波プロセスによる熱可塑性 CFRP の新規高速成

形……
○堀田 裕司 1・島本 太介 1・冨永 雄一 1・今井 祐

介 1・佐藤 公泰 1 

 1)産総研.................................................................................. 188  

2PD24  

<14:20>   

[D ｺ 3]   

熱伝導性ポリマーコンポジット材料における熱伝導率温

度依存性の解析……
○平原 賢志 1・角 洋幸 1 

 1)デュポン ............................................................................... 189  

2PD25  

<14:30>  

[D ｺ 3]    

ポリイミド/マグネシアハイブリッドフィルムの調製……
○赤真 

徹 1・伊掛 浩輝 2・栗田 公夫 2・清水 繁 2 

 1)日大院理工、2)日大理工........................................... 190  

  

2PD26  

<13:00>  

[D ｺ 4]    

射出成形機金型内の樹脂結晶化過程その場観察技術

……
○松永 拓郎 1・片桐 好秀 1・森下 卓也 1・村岡 慶美

1・原田 雅史 1・福森 健三 1 

 1)豊田中研 ............................................................................ 191  

2PD27  

<13:10>  

[D ｺ 4]    

無色透明アラミドフィルムの開発……
○末岡 雅則 1・佐藤 

幸平 1・佃 明光 1 

 1)東レ ........................................................................................ 192  

2PD28  

<13:20>  

[D ｺ 4]    

ポリオキシメチレンフィルムの二軸延伸による高性能化…

…
○坂村 拓映 1・上原 宏樹 1・山延 健 1・池田 剛志 2 

 1)群馬大院理工、2)三菱エンジニアリングプラスチック
ス..................................................................................................... 193  

2PD29  

<13:30> 

[D ｺ 4]     

カラシ辛味成分であるアリルイソチオシアナートを原料とし

たアリルチオウレアモノマーの開発と UV 硬化樹脂への展

開……
○田中 斎文 1・森 俊樹 1 

 1)日本テルペン化学 .......................................................... 194  

2PD30  

<13:40> 

[D ｺ 4]     

フルオレン誘導体を含有する高流動性ポリアミド樹脂の

開発……
○廣田 真之 1・塚田 慎一郎 1・西野 雄大 1・服

部 光宏 1・髙野 一史 1・宮内 信輔 1 

 1)大阪ガスケミカル .............................................................195  

2PD31  

<13:50> 

[D ｺ 4]     

化学的に安定な高分子材料の改質 65. 高分子材料お

よび FRP,CFRP の親水性、接着性の改良……金澤 等 1・
○稲田 文 1 

 1)福島大理工 ........................................................................196  

2PD32  

<14:00>  

[D ｺ 4]    

フルオレン含有ポリエステルフィルムの延伸による複屈折

制御……
○大田 善也 1・高野 一史 1・加藤 真理子 1 

 1)大阪ガスケミカル .............................................................197  

2PD33  

<14:10>  

[D ｺ 4]    

新規易成形フィルムの開発……
○坂本 光隆 1・真鍋 功 1・

高田 育 1・高橋 弘造 1 

 1)東レ .........................................................................................198  

2PD34  

<14:20>  

[D ｺ 4]    

有機無機ハイブリッドコートフィルム……
○太田 一善 1・根

本 雅美 1・高田 育 1 

 1)東レ .........................................................................................199  

2PD35  

<14:30> 

[D ｺ 4]     

長繊維ペレットの性能向上……
○三辻 祐樹 1・平田 慎 1・

土谷 敦岐 1 

 1)東レ .........................................................................................200  

  

 

 

特許出願に伴う研究発表の証明について 

特許申請される方は予め、出願を依頼する弁理士に申請方法をお問い合わせください。 
１. 
 
 
 

 
２. 
 

 
 

３. 
 

特許出願は研究発表の前に行うことが原則ですが、特
許庁の指定を受けた学術団体（高分子学会は昭和 35
年に指定）が主催する学術研究集会で発表された研究
内容については、日本では例外規定が適用され、発表
6 ヵ月以内であれば特許を出願することができます。 
この場合、学会長の研究発表の証明が必要な場合があ
ります。学会長は、予稿集に掲載された研究発表がプロ
グラムに記載されたとおりに行われた場合、その証明書
を発行いたします。 
したがって予稿原稿には特許出願を考慮し、ポイントとな
る研究結果とそのデータを記載しておくことが大切です。
学会発表は文書によるものでなければ、例外規定の適
用を受けられません。 

４. 
 
 
 
 

 
 
 

５. 
 

※  

当日発表に利用した展示ポスターによる図表は、文書
に含まれると解釈されています。 
証明願いの書類を作成し、その後ろにポスター発表資
料のコピーを付けたものを持参してください。当日は会場
責任者に資料の確認を依頼して、確認の印を証明願い
の書類に受けてください。事後、確認印を押すことは一
切いたしませんのでご留意ください。 
 
予稿集の発行日は 11 月 11 日(水)です。 
 
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、
上記のような開催者のよる証明書を提出する方法の他
に、所定の証明力を維持する範囲内で簡素な証明方
法が追加されましたので、ご案内申し上げます。詳細は
下記特許庁ホームページをご覧ください。 
 

特許庁ホームページ（法令・基準） http://www.jpo.go.jp/seido/houritu_jouyaku/guideline/index.html に掲載されている基
準・便覧・ガイドライン“発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて”をご覧ください。 

 

写真・ビデオの撮影および録音について 

 ポリマー材料フォーラム会場内において、無断で写真・ビデオ
などによる撮影および録音は、運営の妨げになる場合がある
のみならず著作権法に触れることもありますので、原則として
ご遠慮願います。 
これらの撮影および録音を希望される場合は、予め本会およ
び講演者の許可を得ることを原則とします。 

 A4 判用紙に、 ①講演番号 ②講演者 ③撮影・録音の目
的 ④方法（写真・ビデオ・テープレコーダー）⑤申請者氏名、
連絡先を明記し、講演者に了解を得てから、運営委員長に提
出し、許可を得て下さい。 


