
＜学会からのお知らせ＞
マテリアルライフ学会

平成 26年度 年次大会

第 26回通常総会／第 25回研究発表会，特別講演会

【会期】2014年 7月 3日 （木）・4日 （金）
第 26回通常総会・表彰式 7月 3日 （木）10 : 00～10 : 50
「平成 26年度 学会賞」受賞講演 7月 3日 （木）11 : 00～12 : 00
第 25回研究発表会，特別講演会 7月 3日 （木）13 : 00～17 : 15
 7月 4日 （金）  9 : 30～16 : 25
技術交流会 7月 3日 （木）18 : 00～19 : 30

【 会場 】品川インターシティ A棟 19階
北陸先端科学技術大学院大学 東京サテライト
（東京都港区港南 2-15-1）
TEL. 03-5460-0831

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

第 26回通常総会　ご案内
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

会員各位

会長　寺野　稔

拝啓

　新緑の候　ますますご清栄のこととお慶び申し上げます．

　さて，来る 7月 3日，北陸先端科学技術大学院大学 東
京サテライトにて下記のとおり「第 26回通常総会」を開
催致しますのでご案内申し上げます．会員の皆様方はご都

合お繰り合わせの上，ご出席賜わりますようお願いいたし

ます．

　ご都合で欠席される会員の方は，委任状により，表決権

の委任手続きを 6月 25日までにお願いいたします．
敬具

記

【 日時 】平成 26年 7月 3日 （木）　10 : 00～10 : 50
【 会場 】品川インターシティ A棟 19階

北陸先端科学技術大学院大学 東京サテライト
【 議案 】〔Ⅰ〕承認事項
　　　　　1）平成 25年度事業報告及び収支決算報告の件
　　　　　2）その他

〔Ⅱ〕審議決定事項

　　　　　1）平成 26年度事業計画及び収支予算案の件
　　　　　2）平成 26，27年度役員選任の件
　　　　　3）その他

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

第 25回研究発表会
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

【 主催 】マテリアルライフ学会
【 協賛 】長もちの科学研究センター，繊維学会，プラス

チック成形加工学会，高分子学会，日本ゴム協

会，色材協会，日本建築学会，日本化学会，文

化財保存修復学会，日本分析化学会，日本信頼

性学会

【 日時 】平成 26年 7月 3日 （木）　13 : 00～17 : 15
7月 4日 （金）　 9 : 30～16 : 25

【 会場 】品川インターシティ A棟 19階
北陸先端科学技術大学院大学 東京サテライト

【発表分野の内容】 
（1）劣化モデル・寿命予測 

材料 ⁄ 部品 ⁄ 製品などの寿命予測技術や事例に関する

発表

（2）耐候性 
耐候性試験方法ならびに耐候性試験機，耐候性材料に

関する発表

（3）耐熱性 
耐熱性試験方法ならびに耐熱性試験機，耐熱性材料に

関する発表

（4）劣化解析・分析 
材料 ⁄ 部品 ⁄ 製品などの劣化挙動の解析事例および劣

化分析法に関する発表

（5）添加剤 
有機・無機を問わず，材料および製品に耐久性や機能

を付与するための添加剤・コーティング剤などに関す

る発表



行 事 申 込 用 紙

【申込先】マテリアルライフ学会　　〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-6-8
　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL.03-5695-6544　FAX.03-5695-1939　E-mail:mls@kt.rim.or.jp

（
コ
ピ
ー
可
）

参
加
申
込
書

行事名：マテリアルライフ学会　平成 26年度 年次大会　（2014. 7. 3～4）

参加者名（複数可） 【参加費】
会　員：□一般8,000円□学生2,000円□シニア会員5,000円
非会員：□一般10,000円□学生3,000円
技術交流会（出・欠）　3,000円（参加者のみ）

勤務先 TEL.
FAX.
E-mail : 

【送金方法】
①銀行振込：みずほ銀行 兜町支店 普通口座 1505652
②郵便振替：00120-2-708181
　振込予定　 月　 日　口座名：マテリアルライフ学会
※請求書（要・不要）

連絡先　〒

※参加費の該当箇所を○で囲んで下さい．（金額は消費税を加算した料金です．） ↑※連絡先は明瞭にご記入下さい．

＜参加登録料＞
種　別 会　員 非会員

正会員
協賛学協会員

事前登録  8,000円 10,000円

当日登録 10,000円 15,000円

シニア会員（マテリアルライフ学会対象）  5,000円

学生会員  2,000円  3,000円

技術交流会  3,000円  3,000円

キリトリセン

（6）エコマテリアル・リサイクル 
リサイクル材料，リサイクル技術など環境に配慮した

材料に関する発表

（7）表面・界面現象 
表面から内部あるいは材料界面に関する諸性質に関す

る研究，及びそれらの解析方法に関する発表

（8）文化財 
文化財の経年変化や劣化の評価技術，劣化機構に関す

る研究，文化財保護技術に関する研究

（9）その他 
上記（1）から（8）に分類されないマテリアルライフ
に関する発表

　　　　　 ＜ 参加登録申込要領 ＞ 　　　　　

　マテリアルライフ学会年次大会への参加は，研究発表者

を含め参加登録が必要です．必ず事前参加登録をしてくだ

さい．お申込みは下記の申込用紙またはホームページから

お申込み下さい．

【事前参加登録期限】6月 20日 （金）必着
【申込先】マテリアルライフ学会

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-6-8
TEL.03-5695-6544　FAX.03-5695-1939
E-mail : mls@kt.rim.or.jp



マテリアルライフ学会「第 25回研究発表会，特別講演会」プログラム
【会場】品川インターシティ A棟 19階 北陸先端科学技術大学院大学 東京サテライト

7月 3日 （木）（第 1日目） （発表 12分，討論 3分）

10:00～10:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第 26回通常総会

10:35～10:50　　　　　　　　　　　　　　　　 「平成 26年度 学会賞」表彰式

11:00～12:00 司会 : 黒田真一

「平成 26年度 学会賞」受賞講演
　

エコマテリアル・リサイクル・文化財
13:00～14:30 座長 : 高根由充

1  塗布型擬似酵素システムを用いたポリ塩化ビニルのアップグレードリサイクル化
（北見工大）○中谷久之，佐藤宏彰，宮崎健輔

2  TiO2/銅フタロシアニン/ポリエチレンオキシド/不飽和脂肪酸エステルを用いたポリスチレンの可視光分解
（北見工大）○宮崎健輔，中谷久之

3  木分充填ポリオレフィンの破壊挙動
（山形県工業技術センター）江部憲一，（山形大）○諸星貴也，栗山　卓

4  セルロースの分子量分布への次亜塩素酸ナトリウム処理の影響
（東京藝術大院）○新田　香，貴田啓子，稲葉政満，（岩手県立博物館）赤沼英男

5  膠の加熱処理による微生物の抑制効果の有無
（東京藝術大院）○橋本麻里，稲葉政満

6  文化財紙資料に用いられる和紙の分子量分布
（日本学術振興会）○貴田啓子，（東京藝術大院）稲葉政満，（東京文化財研究所）早川典子

耐候性・劣化解析・分析
14:45～15:45 座長 : 中谷久之

7  超長期屋外暴露した高分子材料の耐候性研究（その 1）
―41年屋外暴露したポリエチレンとポリカーボネートの外観観察
（日本ウエザリングテストセンター）○高根由充，（山形大）栗山　卓，（MLS学会）木嶋芳雄，（ブリヂストン）滝澤俊樹

8  超長期屋外暴露した高分子材料の耐候性研究（その 2）
―39年屋外暴露したタイヤの劣化解析―
（ブリヂストン）○滝澤俊樹，（山形大）栗山　卓，（日本ウエザリングテストセンター）高根由充，（MLS学会）木嶋芳雄

9  屋外暴露された BPP射出成形品の表面近傍構造
（山形大）○大西健太，栗山　卓，（スガ試験機）山田佳枝

10  有機薄膜太陽電池材料の光酸化劣化解析
（産総研）○水門潤治，佐藤浩昭，陳　亮，山根祥吾，吉田郵司，須田洋幸

劣化解析・分析
16:00～17:15 座長 : 滝澤俊樹
11  光劣化がポリスチレン/多層カーボンナノチューブ複合材料の電導度に与える影響

（北見工大院）○浜舘雅人，佐藤亮作，宮崎健輔，岡崎文保，中谷久之
12  飛行時間型二次イオン質量分析による硫黄架橋 EPDMの熱酸化挙動の解析

（豊田中研）○村瀬　篤，中井恭子，青木良文，光岡拓哉，福森健三
13  調湿機能を備えた紫外線照射-熱分解 GC-MSシステムによるポリマーの熱・光・酸化劣化挙動解析

（名工大）○大谷　肇，梶田悠生
14  化学発光スペクトルによる高分子材料の劣化評価法の開発

（産総研）○佐合智弘，高田徳幸，萩原英昭，須田洋幸
15  耐候性試験におけるポリエチレンテレフタレートの劣化構造解析

（産総研）○萩原英昭，大石晃広，国岡正雄，須田洋幸

18:00～19:30　技術交流会（プロント品川インターシティー店）



7月 4日 （金）（第 2日目） （発表 12分，討論 3分）

劣化解析・分析・劣化モデル寿命
9:30～10:30 座長 : 佐藤　哲
16  化学発光より推定した熱・放射線同時劣化難燃 EPDMの酸化誘導時間

（早稲田大）○平井直志，大木義路
17  劣化条件の異なる難燃 EPDMの走査型プローブ顕微鏡による劣化評価

（早稲田大）○仁木貴之，平井直志，大木義路
18  エポキシ樹脂の熱分解挙動に関する反応速度論解析

（群馬大）○葉　懐志，黒田真一，（明電舎）蔵田保幸，小川裕治，細野奈穂子，田所妙実
19  ポリマーナノコンポジットの結晶化

（群馬大）○河井貴彦，沼賀明日美，黒田真一

劣化モデル寿命・劣化解析・分析
10:45～11:45 座長 : 黒田真一
20  紫外線による太陽光吸収率変化量の簡易予測

（宇宙航空研究開発機構）○森　一之
21  Oリングの温水及び塩素水環境下における耐久性評価

（大阪ガス）○樋口裕思，井川一久，（東京ガス）川口　忍，（東邦ガス）高見千保美，（京都工芸繊維大院）山田和志，西村寛之
22  FDR法による熱・放射線同時劣化難燃 EPDM絶縁ケーブルの劣化位置標定と劣化度推定

（早稲田大）○大木義路，平井直志
23  Low-concentration chlorine gas measurement technology and its application to gas corrosion test instruments

（スガ試験機）○齋藤公平，須賀茂雄，渡辺　真

13:00～14:00 司会 : 栗山　卓
【特別講演】

ゴムの劣化と寿命
―免震ゴム開発を通して―

ロンドン大学クインメリーカレッジ Visiting Academic　深堀美英　

その他
14:10～15:10 座長 : 栗山　卓
24  PP/膨張黒鉛/ガラス長繊維組成物の難燃性に関する研究

（出光ライオンコンポジット）○林日出夫
25  ポリテトラフロエチレンのカーボンの熱拡散

（東京学芸大）○伊藤政幸，御殿谷孝，小坂知巳
26  ケナフ繊維/高分子複合材料における繊維構造由来の特徴的構造

（群馬大）○瀋軼驊，不破健雄，河井貴彦，黒田真一
27  大気圧プラズマジェットによるマレイン酸の重合に関する研究

（群馬大）○閻　俊，黒田真一，（クレスール）細井克比古

添加剤
15:25～16:25 座長 : 徳満勝久
28  触媒と助触媒の反応生成物がポリプロピレンの初期酸化劣化に及ぼす影響

（北陸先端大院）○飛田泰良，谷池俊明，寺野　稔
29  ポリプロピレン中でゾル-ゲル法を用いたポリプロピレングラフトシリカの in-situ合成

（北陸先端大院）○竹内健悟，谷池俊明，寺野　稔
30  紫外光遮光特性を有するポリプロピレン/酸化亜鉛ナノコンポジットの含浸ゾルゲル法による合成

（北陸先端大院）○金子　慧，谷池俊明，寺野　稔
31  多分岐ポリマー添加によるポリプロピレン系材料の難燃化

（北陸先端大院）○片田一喜，谷池俊明，寺野　稔


	140530MLS_年次ご案内HP
	140530MLS_25研プログラムHP

