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新president　 
2021年7月1日、Arkema,のビジネスマネージャーであるDr. Jason Lyons
がSPEのpreseidentとしての任期を開始しました。Dr. Lyonsは、長年SPEコ
ミュニティで活動していました。2010年から2018年まで、Dr. Lyonsは
SPE Engineering Properties & Structure Division（EPSDIV）の役員会に
参加しました。その間、彼はEPSDIVセミナーシリーズを紹介し、2010年と
2017年にはEPSDIVテクニカルプログラムチェア（TPC）を務め、2014年
にはEPSDIVチェアを務めました。彼は2016年からSPEAdditive 
Manufacturing＆3D Printing Special Interest Groupの役員会に参加し、
2010年からANTEC®のモデレーターを務めています。Dr. Lyonsは、2016
年からVice presidentとしてSPE理事会に参加しています。Dr. Lyonsは、ド
レクセル大学でPhilosophy in Materials Engineering博士号を、フィラデル
フィア大学でTextile Engineering学士号を取得しています。 President (2021-2022)

Dr. Jason Lyons 
Arkema,SPE EXECUTIVE BOARD
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SPE日本支部ニュースレター

2020年度概況
2021年度支部長挨拶
2021年度理事会
2020年度講演会
2020年度会計報告
2020年度支部名簿
2021年度本部概要

2月9日は金、辻脇、田代、斉藤の企画で「第14回
SPE/NANO合同講演会」参加者34名。
4月23日は小林、飛鳥、長岡の企画で「進化する自動
車向け材料・成形加工技術」参加者45名。
6月18日は仙波、岸本、の企画で「高分子材料へのマ
イクロ波，電子線，プラズマ照射技術」参加者35
名。　結果として、本年度の全参加者数は205名
（2019年度は115名)講師数は25名（2019年度は17
名)でした。
2020年度の決算は約6万円弱の黒字であった。
2021年6月30日付けの支部会員数は正会員47名、
（内、法人会員3社）で2019年度と変わりなかった。

本部関連はDr. Jason Lyonsが、プラスチック技術
者協会（SPE）の2021-2022の会長を務めます。彼は
Arkema,のビジネスマネージャーであり、長年SPE
communityで活躍されていました。
SPE日本支部は2021年4月ー6月にかけて、兼ねてよ
り懸案であった、spe日本支部独自のHPを改訂しまし
た。大きな改良としては会員はHPへ入るのに登録
し、loginすることによって会員による入力が可能と
なった。　　今後はmanual化によって運営業務の会
員による実践ができる目処がついた。(敬称略）

2020年度の主な運営行事として8月19日の理事会、総
会。運営委員会は10月29日、12月10日、2月09日、4月
23日、6月18日の5回何もzoomで開催した。理事会は
zoomで開催した。役員人事に変化はなかった。2020年
度はCOVID-19(新型コロナウイルス）の数次にわたる蔓
延で、全行事がzoomによる、online開催となった。
2020年8月19日は岸本、葛良の企画で「注目される最新
の分析技術について」参加者29名。10月29日は西辻、
前田、伊藤の企画で「オリンピック・パラリンピックを
支える機能性材料」参加者24名。12月10日は川崎、馬
場、仙波、泊、梅田の企画で「バーチャル工場見学と技
術講演 ３Dプリンター関連技術とバイオマス系複合材料
の最新動向 」参加者38名。

月日 運営 行事

2020/08/19 理事会・総会 注目される最新の分析技術について
2020/10/29 運営委員会 オリンピック・パラリンピックを支える機能性材料

2020/12/10 運営委員会 バーチャル工場見学と技術講演 ３Dプリンター関連技術とバイオマス系複合材料
の最新動向  

2021/02/09 運営委員会 第14回 NANO/SPE 合同講演会

2021/04/23 運営委員会 進化する自動車向け材料・成形加工技術

2021/06/18 運営委員会 高分子材料へのマイクロ波，電子線，プラズマ照射技術
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2021年度
役割 名前 所属 備考
支部長 伊藤　浩志 山形大学 継続
副支部長 川崎　真一 (株）KRI 継続
カウンセラー 澤　周作 （株）テクノベル 新任
会計委員 及川　昭 住友ベ-クライト(株) 継続
会員委員 金　容薫 古河電気工業（株） 継続
会員委員補佐 辻脇　伸幸 積水化成品工業（株） 継続
庶務担当セク
レタリー

小林　豊 （株）プライムポリマー 継続
庶務担当補佐 西辻祥太郎 山形大学 継続
WebNL/広報 田代　昌秀 MSA研究会 継続

企画理事 長岡　猛 長岡国際技術士事務所 継続
企画理事 岸本　琢治 日本ゼオン（株） 継続
企画理事 馬場　文明 三菱電機㈱ 継続
企画理事 梅田　杉也 （株）テクノベル 継続
企画理事 前田　雅俊 旭化成 継続
企画理事 飛鳥　一雄 日本ポリプロ（株） 継続
企画理事 仙波　健 京都市産業研究所 継続
企画理事 齋藤　卓士 東京工業大学 継続
監査 浅山　基弘 プラスチックス・エージ㈱ 継続
監査 葛良　忠彦 包装科学研究所 継続

相談役 伊澤　槇一 ナノ構造ポリマー研究協会 継続

などを利用した効率的なものづくりへ、至急の舵取りと取り組みが必要である。また、ロボット活用、情報の共有
化、情報処理による在庫管理や作業のリードタイム短縮化、効率化などが挙げられる。今後さらに、プラスチック産
業への「スマートものづくり」が浸透することを期待している。
さらに近年、プラスチック産業はマイクロプラスチックの問題に直面している。海洋ごみに代表されるプラスチッ

クの環境問題は避けては通れない。コンビニやスーパーでのプラスチック袋の有料化が始まり、プラスチック製品の
削減および使用制限は、地球規模で取り上げられている。海洋ごみとして取り上げられたプラスチックごみの問題
は、全世界で活発な議論がなされており、プラスチックそのものが「悪もの」扱いされている。プラスチックの研究
開発に携わる技術者や研究者は、これらの課題解決、およびプラスチックの発展のために、今後、何を行うか、を真
剣に議論する必要がある。プラスチックは、我々の生活に必要不可欠な材料であることは間違いなく、今後ますます
重要となる環境低減技術、リサイクル・リユースプラスチックの重要性、これらを実現する様々なプラスチック技術や、
その成形加工という「ものづくり」技術などを伝えていく必要がある。プラスチック技術者（Society of Plastics
Engineers）日本支部は、広範囲な産業分野の高分子材料・合成樹脂の材料や加工技術のプロフェッショナル技術者が
集まっている。これまで通り、時代に沿った研究・技術の講演会、見学会を通じて、プラスチック分野の最新・最先
端技術や基礎研究の話題を提供していく必要がある。今後とも、強固な会員ネットワークのもと、相互研鑽と会員の
ブレークスルー実現に向けて、着実に活動していく所存である。本分野に携わる多くの技術者のSPE日本支部への参画
をお待ちしている。

伊藤浩志
SPE日本支部長

2021年度役員(2021/7-2022/6)(敬称略)

2021年6月現在、世界中では新型コロナウイルスが蔓延し、
未だ終息の予想はできない。日本ではこれまで、第四波といわ
れる大きな感染拡大を経験してきた。最近、日本でもワクチン
接種が進み、この秋までには多くの方々はワクチン接種を経験
することになるかと思われる。しかし一方で、ワクチン接種が

プラスチックとその加工技術の持続的に
発展するために

先行した諸外国では再感染拡大も経験しており、我が国においても同様なパンデミッ
クは容易に予想される。ワクチン接種は本質的な解決にはならず、効果的な治療薬の開
発が進むことが最も必要不可欠となろう。来年2022年以降もこのコロナウイルスによっ
て生活制限がなされると感じる今日この頃である。 さて、新型コロナウイルスの影響
は、プラスチックやその加工メーカーにも大きな影響を与えている。海外移動が制限さ
れる中、プラスチックやその成形加工産業が見直され、海外生産からの国内回帰も議論
されている。 さらに、コロウイルスの影響によって、テレワークや、人と接しない仕事
が増え、今後はさらに製造現場での人手不足は加速していくことになる。製造業におい
ては、これまで熟達者という職人のノウハウ、技、鋭い感覚などで製造現場が支えられ
たが、コロナ感染症の影響とベテラン技術者が高齢化している現状で、技術者が職場を
離れる前に、暗黙知だったノウハウを形式知に変えていくことが必要である。これまで
の技術ノウハウをデータベース化、AI技術やコンピュータシミュレーション
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2020年度会員名簿　2021/0６/30

990003 浅山基弘 株プラスチックス・エージ 正会員
990004 伊澤槇一 日本科学技術者協会 名誉会員
990005 伊藤浩志 山形大学 正会員
990006 岩野昌夫 ポリマー技術・ビジネス開発研究 正会員
990007 荻野和彦 荻野技術士事務所 正会員
990008 葛良忠彦 包装科学研究所 正会員
990009 田代昌秀 ＭＳＡＩ 正会員
990010 泊　清隆 正会員
990011 長岡　猛 長岡国際技術士事務所 正会員
990012 馬場文明 三菱電機株式会社 正会員
990013 原田敏彦 プラ・テクノリサーチ 正会員
990014 福村三樹郎 トリーズコンサルタント 正会員
100601 岸本琢治 日本ゼオン株式会社 法人会員
110201 金　容薫 古河電気工業株式会社 正会員
130601 及川　昭 住友ベークライト⑭ 法人会員
140601 川崎真一 株式会社 KRI 正会員
140702 安田武夫 安田ポリマーリサーチ研究所 正会員
140703 梅田杉也 株式会社　テクノベル 正会員
140901 森田康仁 株式会社　内村 法人会員
150401 田中司郎 株式会社　長津製作所 正会員
150601 小林　豊 株プライムポリマー 正会員
150602 西辻祥太郎 山形大学 正会員
160401 溝元　均 旭化成株式会社 正会員
160601 秋山　努 旭化成株式会社 正会員
160902 西本　信 旭化成株式会社 正会員
160903 野田和弥 旭化成株式会社 正会員
160904 三好貴章 旭化成株式会社 正会員
170402 辻脇　伸幸 積水化成品工業株式会社 正会員
170402 武田　正 LG Japan Lab株式会社 正会員
171001 小澤亮介 旭化成株式会社 正会員
180301 近藤浩子 ⑭名古屋精密金型 正会員
180401 前川知文 旭化成株式会社 正会員
180502 高橋由紀子 （株）東洋製罐グループホールデ 正会員
180601 前田雅俊 旭化成株式会社 正会員
180601 佐藤敦子 株プラスチックス・エージ 正会員
190201 新濱智広 旭化成株式会社 正会員
190601 高井善弘 三菱電機株式会社先端技術総合研 正会員
200501 長野龍馬 大阪ガスリキッド株式会社 正会員
200602 澤　周作 株式会社　テクノベル 正会員
200603 飛鳥一雄 日本ポリプロ株式会社 正会員
200604 仙波　健 京都市産業技術研究所 正会員
200605 齊藤卓志 東京工業大学 正会員
200801 吉田賢一 積水化成品工業株式会社 新入会
201201 木村真束 FES株式会社 新入会
210401 塩村恭朗 株式会社ブリヂストン 新入会
210501 紙谷俊彦 大阪ガスリキッド株式会社 新入会
210502 田中茂雄 太盛工業株式会社 新入会

編集後記
2020年2月頃から日本においても流行が始まったCOVID-19, 通
称、新型コロナウイルスは数次の緊急事態宣言にも関わらず、各種
変異体を発生しながら、現時点においても国内感染者数1,129,880
人、死亡者数15,402名（2021年8月15日）と猛威を奮っている。
2020年に開催予定のオリンピックは2021年8月にバブル方式で
開催された。　日本人選手は多くのメダルを獲得し、コロナによる
重苦しい雰囲気に、明るい希望を照らしてくれた。　mt
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2020年度行事

日時 行事 演題 講師 会社

2020/08/19 注目される最新の
分析技術について 

光熱誘起共鳴（O-PTIR）検出法によるナノスケール赤外分光分析法 浦山憲雄 株式会社日本サーマル・コン
サルティング

29名 ケミルミネッセンス法を利用した酸化劣化測定について 佐藤　哲 東北電子産業株式会社

「新しい硬化収縮率測定法と反応過程における物性評価事例の紹介」 瀬尾　良平 株式会社住化分析センター

「樹脂製品のにおい成分評価方法~官能試験とにおい成分解析の事例紹介 」 高橋　聖人 株式会社住化分析センター

2020/10/29 オリンピック・パ
ラリンピックを支
える機能性材料

パラスポーツに関する当社の技術支援の取り組み紹介 小平 美帆  (株)ブリヂストン

24名 「スポーツシューズと材料の開発」 立石 純一郎 株式会社アシックス

スポーツウェアの機能性について（機能性素材からE-テキスタ
イルまで

表 雄一 東洋紡STC株式会社

スポーツ分野で活躍するカーボンコンポジット 奥 明栄 東レカーボンマジック(株)

2020/12/10 「バーチャル工場
見学と技術講演 ３
Dプリンター関連
技術とバイオマス
系複合材料の最新
動向 」

「天然バイオマス系生分解性樹脂、セルロースナノファイバー複合樹
脂、抗菌バイオマス系生分解性樹脂、量子ドットなどの各種機能性材料
複合樹脂」

森　良平 GSアライアンス株式会社

３８名 「CNF強化PA6を用いた３Dプリンター成形体の力学的特性評価」 奥平有三 京都大学

最終製品で使用するための失敗しない３Dプリンター活用法 村上卓弥 八十島プロシード株式会社

３Dプリンターの最新設備見学 小川優里 八十島プロシード株式会社

低温粉砕による3Dプリンター向け材料開発最前線 長野龍馬 大阪ガスリキッド(株)

2021/02/09 第14回 SPE/
NANO合同講演会

自動車用高分子ナノ複合材料の開発 臼杵有光 京都大学 

３４名 微細成形技術によるナノ構造機能性光学デバイス開発 栗原一真 産業技術総合研究所　

3Dプリンターの最新動向と樹脂材料における現状と動向 山口　修一 (株)３Dプリンター総研

廃棄プラスチックの高度マテリアルリサイクル技術 八尾　滋 福岡大学　

2021/04/23 「進化する自動車
向け材料・成形加
工技術」 

自動車プラスチックにおける環境対応と技術動向 水谷　篤 日産自動車株式会社　

４５名 次世代自動車に求められる三菱ケミカルのオートモーティブ技
術のご紹介

北原隆寿 三菱ケミカル株式会社

ポリカーボネート樹脂グレージングの最新開発動向 帆高寿昌 帝人株式会社

自動車関連部品の射出成形技術に関する取り組みのご紹介 井上　玲 東洋機械金属株式会社

2021/06/18 高分子材料へのマ
イクロ波，電子
線，プラズマ照射
技術 

マイクロ波技術の高分子材料への応用展開 木谷径治 マイクロ波化学株式会社

３５名 マイクロ波の産業利用及びテスト装置の紹介 花井辰矩 ミクロ電子株式会社　 

電子線照射の高分子材料への応用とその工業利用 奥村康之 株式会社NHVコーポレーショ
ン　大気圧プラズマを用いた高分子材料の表面処理技術 宮本栄司 積水化学工業株式会社　

2月9日は金、辻脇、田代、斉藤の企画で「第14回 SPE/NANO
合同講演会」参加者34名。4月23日は小林、飛鳥、長岡の企画で
「進化する自動車向け材料・成形加工技術」参加者45名。 
6月18日は仙波、岸本、の企画で「高分子材料へのマイクロ波，
電子線，プラズマ照射技術」参加者３５名。結果として、本年度
の全参加者数は205名、講師数は２５名でした。それ故、17名の
講師による4回の講演会で出席者は115名であった。(敬称略）

 　2020年度の講演会はonlineによる開催であったが、6回を
無事開くことができた。8月19日は岸本、葛良の企画で「注
目される最新の分析技術について」参加者２９名。 
10月29日は西辻、前田、伊藤の企画で「オリンピック・パラ
リンピックを支える機能性材料」参加者24名。 
12月10日は川崎、馬場、仙波、泊、梅田の企画で「バーチャ
ル工場見学と技術講演 ３Dプリンター関連技術とバイオマス
系複合材料の最新動向 」参加者38名。
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損益計算書（2020/07/01-2021/06/30)  ¥
収入の部 支出の部

項目 金額 項目 金額
入会金 本部年会費 0
支部年会費前受
金

660000 米国送金手数料 0
支部年会費 90000
本部リベート 13103
例会、セミナー 307500 例会セミナー 368840

雑誌図書代金 0 雑誌図書代金 0
銀行利子 33 通信費 262
雑収入 0 広告宣伝費 632000

旅費交通費 0
事務用品費 0
雑費 11736

小計 1070636 小計 1012838
今期収支差額 57798

前期繰越金計 3563497 次期繰越金 3621295

2020年度決算報告
　昨年2月に始まったcovid-19 の蔓延により日常生活はそれ以前と全
く違った様相を示してます。私ども、 SPE日本支部の活動も大きく制
約を受け、対面での講演会は全面的に行われていません。onlineによ
る講演会は 約半年の 講演会中止を経て、zoomによるオンライン講習
会を 2020年8月から実施しています。 
　オンライン講習会の良いところは、広く講師を日本全国から依頼で
き、聴衆も自宅もしくは 会社等で講演を聞くことができることです。
一方不便な点は、時に通信がうまくいかず、テレビと同じで画面を見
つめるだけで身体的に疲労感が蓄積することです。やはり、face-to-
face の講習会で得られる内容とはずいぶん少ないものになってしまい
ます。 このような対面でのコミニケーションが取れない状況が続きま
すと、インターネットにある情報交換では 物足りないものを感じま
す。そういうこともあって、従来あまり会員に頼りにされていなかっ
た、ホームページの拡充を望む声が高まってきました。 

　今回のHP作成に当たっては、時代の趨勢として、レンタルサーバー方式を採用することにしました。このやり方が
いいのは、rental serverであれば、管理者交代がスムーズに実施できること、　serverに関する必要経費（人件費は
別）がわかりやすい事、server内で使われるsoft(例えば、WordPress等）のversion upがスムーズに実行できること、
securityの確保をrental server会社自体が強力に推進している事等が挙げられます。HPのsecurity（安全性）重視につ
いては、各種の解説書等で説明されていますが、この分野は変化が激しく、必ずしも現状についていけないと考え、
レンタルサーバー会社やHPのデザイン会社等に当たりましたが、満足のいく回答が得られませんでした。結果とし
て、SSL設定、WAF設定、WordPressセキュリティ設定　等の一般的なsecurity対策を実施しました。　特にHPの構
造として会員のlogin方式を採用したのは、スパムメールの排除が目的でした。 
次にHPの利便性の向上を目指しました。従来htmlで書かれたHPを中心に、精々、.htaccess編集で制限エリアを設定
する方式でしたが、今回はlogin方式によりその中に階層を設け、各々の会員において、対応できる領域を分ける事に
より、HP維持の分業化が可能になります。新HPではこれらの機能を用いてイベントブログの更新や講演会資料の保存
等の業務を各担当にお願いできるようになりました。すなわち、共同作業のマニュアル化を進めることが可能になり
ました。　また、近隣の学会等の協賛、講演、共催などの情報も一定の基準で取り扱うことができる様になりまし
た。　支部運営の共通資料の保存維持も従来同様行います。 
この部分については今後ともマニュアルの充実、実施する項目の拡充等、今後検討すべき項目がたくさんあると思い
ますので、少し、時間をかけて進めたいと思います。　　mt2108

HPの改訂について
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