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第 70 回レオロジー討論会目次 
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 ○仲井文明1，増渕雄一1，畝山多加志1，土肥侑也1，石田崇人1，Martin Kröger2 
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1A07 形態の異なるナノシリカ粒子分散液のPEG添加挙動におけるpH依存性 ........................................... 152 
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 ○四方周二, 吉野修平, 石井昌彦, 中村 浩, 陣内亮典（豊田中研） 

 

1A10 レオロジー・電気化学インピーダンス同時測定による電池スラリーの構造解析 .................................... 158 

                       ○川田友紀1，金井 準1，奥井 一2（1：TAインスツルメント，2：ダイネンマテリアル） 

1A11 せん断流動場におけるアセチレンブラック粒子ネットワーク構造のインピーダンス解析 ............................. 160 
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1A12  CNT分散に対するCMC吸着挙動の影響 ....................................................................... 162 

   ◯上山真由1, 菰田悦之1, 大村直人1, 祖父江綾乃2, 西川明良2（1：神戸大，2：第一工業製薬） 
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  〇Yan Xu, Takashi Taniguchi (Kyoto University） 

1B02 Application of Gaussian Process Regression for Inference of Flows ..................................................... 166 
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1B03 Dynamics and Entanglements in Binary Polymer Blends ............................................................. 168 
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1B05  Rheology of polymer chains having end-groups associating with impurities .............................................. 172 
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15：00～16：00 座長 伊藤麻絵（金沢大） 

1B06 重水素化プローブ法を用いたポリエチレンの分子量分布と一軸引張り挙動の関係解明 ............................... 174 

  ○木田拓充1, 田中 亮2, 塩野 毅2, 山口政之1（1: 北陸先端大マテ，2: 広島大院先進理工） 

1B07 LIBセパレータ用ポリエチレン延伸膜の絡み合い評価 .......................................................... 176 

  〇金尾雅彰，川口遼馬，大久保智聡（旭化成） 

1B08 過渡ポテンシャルを用いた結晶性高分子の粗視化モデルの構築 .................................................. 178 

 畝山多加志（名大院工） 

 

16：00～17：00 座長 信川省吾（名工大院） 

1B09 衝撃破損がイソタクチックポリプロピレンのラメラ晶に及ぼす影響 .............................................. 180 

  ○一筆稜平1, 比江嶋祐介2, 新田晃平2（1：金沢大院自然, 2：金沢大） 

1B10 直鎖アルコールを添加した高密度ポリエチレンの高次構造および動力学的性質に関する研究 ......................... 182 

  ○松平希咲1，伊藤麻絵2，新田晃平2（1：金沢大院自然，2：金沢大理工） 

1B11 ポリプロピレンフィルムにおける疲労状態の評価 ............................................................. 184 

 ○比江嶋祐介，長谷川舜弥，新田晃平（金沢大） 

 

C会場 

13：00～14：20  座長 杉本昌隆（山大院工） 

1C01  調製条件の異なるポリテトラフルオロエチレンシートの一軸延伸時の変形挙動の評価 ............................... 186 

     ○櫻木未音1, 伊藤麻絵1, 新田晃平1, 戸田和文2, 島谷俊一2 

 （1：金沢大, 2：三井・ケマーズ フロロプロダクツ） 

1C02 積層材料の圧縮成形における潤滑層再現のための粘度モデル .................................................... 188 

 〇板倉大輔1，石原遼一1，古市謙次1，百濟 彰2，松尾 剛3 
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1C03 混合メカニズムに基づく単軸押出混練エレメントの形状改善 .................................................... 190 

 〇名嘉山祥也1，冨土原大志1，木村公一2，梶原稔尚1（1：九大，2：日本製鋼所） 

1C04 セルロースナノファイバーのナノ積層フィルムの配向度と物性評価 .............................................. 192 
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1C05  原料乳のホモジナイズ処理強度がゴーダチーズ物性に及ぼす影響 ................................................ 194 

 〇金田 勇1, 兼子ささら1, 栃原孝志1, 大沼正人2（1：酪農大食と健康，2：北大院工） 

1C06  植物性システインプロテアーゼによるナチュラルチーズの調製とその物性 ........................................ 196 

 〇兼子ささら，栃原孝志，金田 勇（酪農大） 

1C07  食品ゲルの巨視的及び微視的物性と分子運動性 ............................................................... 198 
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1C08  卵黄の凍結ゲル化に対する単糖および二糖の抑制効果 .......................................................... 200 
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1C09  食品テクスチャーが良好な米飯塊の粒子充填構造と力学的特性との因果関係 ...................................... 202 

 石井達也，◯三浦 靖（岩手大院総合科学） 

 

 

 



vii 

 

16：20～17：00 座長 松川真吾（海洋大院） 
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1C11  濃厚バクテリア懸濁液のアクティブレオロジー ............................................................... 206 
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1D02 SAXSによる高せん断下における溶媒中の高分子鎖の変形の観察 ................................................. 210 
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 〇赤田圭史1, 佐藤駿介1, 大久保総一郎2, 徳田一弥2，山口浩司2，山田達矢3，小野木伯薫2, 手島正吾3, 
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 ○宮川凜也，上条康太，住野 豊（東理大理） 

1D05 非定常せん断流れにおける粒子懸濁液の実効粘度評価 .......................................................... 216 

 〇陳 博志1，髙野哲秀1，大家広平1，堀本康文2，朴 炫珍2，田坂裕司2，村井祐一2 
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1D06 溶媒散逸に基づく非ブラウン懸濁液のthinningの物理描像 ..................................................... 218 

 ○寺山智春1,2, 古川 亮1,2（1：東大生研, 2：東大工） 

 

15：40～17：00 座長 日出間るり（神戸大院） 

1D07  高粘性流体の特性試験と粒子法シミュレーション ............................................................. 220 

 〇井口晴喜1，諏訪好英1，香川 敦2（1：芝浦工大院理工，2：大林組) 

1D08 高分子溶融体の三次元ダイスウェルシミュレーション .......................................................... 222 

 ○田上秀一，植松英之（福井大繊維セ） 

1D09 CNF分散系流体の縮小・拡大流れにおける繊維配向に対するスリット長の影響 ..................................... 224 
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1D10 共軸二重円筒間流れ場におけるゲル化時の流動複屈折 .......................................................... 226 

 ◯林 祥花1，南雲 亮1，岩田修一1，高橋 勉2（1：名古屋工業大学，2：長岡技術科学大学） 
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13：00～14：20  座長 三輪洋平（岐阜大工） 

1E01 構造明確な過渡的高分子網目の定常流動下におけるオーバーシュート挙動 ........................................ 228 

 ◯大西遼哉1，片島拓弥1，内藤 瑞2，宮田完二郎2，鄭 雄一1，酒井崇匡1 
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1E02 過渡的網目の粘弾性緩和と網目構造の相関 ................................................................... 230 
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1E03 ポリアクリロニトリル凍結解凍ゲルにおける静的弾性の膨潤度依存性 ............................................ 232 
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1E04 調製時の濃度が異なるアガロースゲルの力学挙動 ............................................................. 234 
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1E05 絡み合いの無い高分子溶液のずり及び伸長流動のシミュレーション .............................................. 236 
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1E07 非絡み合いポリブチレンオキシドの流動誘電緩和挙動 .......................................................... 240 
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〇印出井 努1,3，成田哲治2,3（1：北大院先端生命, 2：ESPCI Paris, 3：北大GI-CoRE） 
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1E09 ダイ屈曲部における高分子溶融体の流動と高分子状態 -マルチスケールシミュレーションによる解析- ................ 244 
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1E10 ネットワーク状動的相関領域モデルに基づく過冷却液体の協同的ダイナミックスの解析 ............................. 246 
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2S01 イネ籾殻灰を補強剤とする天然ゴム系エラストマーの創製と微細構造解析 ........................................ 248 

 〇渡邊勝宏，鬼木秋実，神野拓也（久留米工業高専） 

2S02 時分割超小角X線散乱法を用いた一軸伸長下におけるSBR中silicaの分散状態の変化に関する研究 .................. 250 

 ○西辻祥太郎1，森谷太祐1，竹中幹人2（1：山形大院有機材料，2：京大化研） 

2S03 天然ゴムの加硫と伸長結晶化 ............................................................................... 252 

 〇河原成元，山野将輝（長岡技科大） 

2S04 粗視化分子動力学による1,4-cis-polyisopreneのひずみ誘起結晶化機構の解明 ................................... 254 
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2S05 天然ゴムの２軸伸長にともなう結晶化現象 ................................................................... 256 

 安威友裕1，田中塁登1，加部泰三2，増永啓康3，高木秀彰4，清水伸隆4，浦山健治5，○櫻井伸一1 

 （1:京工繊大，2:東大，3:SPring-8，4:高エネ研，5:京大） 

2S06  伸長結晶性エラストマーの非線形力学挙動に及ぼす伸長結晶化の影響 ............................................ 258 

 〇奈良岡拓歩1, 田中塁登1, 安威友裕1, 櫻井伸一1, 浦山健治2, 角田克彦3 

 （1:京工繊大院工, 2:京大院工, 3:ブリヂストン） 

2S07 伸長誘起結晶化による環動イオンゲルの強靭化 ............................................................... 260 
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2S08  シリコーンゴムの融解挙動に対する伸長作用の影響............................................................ 262 

 ○鈴木 晴，梅田実優（近畿大理工） 

 

13：20～14：00 司会 金田 勇（酪農学園大） 

2S09 【招待講演2】 

    赤血球の変形能と血液レオロジーに果たす役割 ............................................................... 264 

 丸山 徹(レオロジー機能食品研究所) 
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2S10 時間分解小角X線散乱測定によるイオン架橋PDMSエラストマーの伸長下における内部構造変化の観察 ................ 268 

 〇三輪洋平1,4, 大矢健人2, 高木秀彰3, 沓水祥一1 

 （1:岐阜大工, 2:岐阜大院自然科技, 3:高エネ研, 4:JSTさきがけ） 

2S11  ポリジメチルシロキサン架橋膜表面の凝集状態と緩和挙動 ...................................................... 270 

 ○川口大輔1,2，Huiqiang Lu 1，田中敬二1,2（1:九大院工，2:九大接着セ） 

2S12 ナノレオロジー原子間力顕微鏡によるナノ粘弾性測定の定量性の向上 ............................................ 272 

  〇樫森康晴, 伊藤万喜子, 梁 暁斌, 中嶋 健 （東工大物質）  

2S13  蛍光Force Probeを用いて分子鎖が切れる前の局所応力集中を定量する .......................................... 274 
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2S14  一軸伸長下における高分子鎖ダイナミクス ................................................................... 276 
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 川畠稜輝1，Quoc Nguyen Nam2，〇金川哲也3（1：筑波大院シス情，2：筑波大理工，3：筑波大シス情）  

2A03 散逸分子動力学 (DPD) 法を用いた単一ひも状ミセルのシミュレーション ......................................... 282 
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2A05 ブレンド型ER流体をモデルとした網羅的シミュレーション ..................................................... 286 
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