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日本繊維機械学会

第68回 年次大会
会期　平成 27 年 6 月 5 日（金），6日（土）
会場　大阪科学技術センタービル４階，７階
　　　（大阪市西区靱本町 1‒8‒4，地下鉄四つ橋線「本町」下車北へ徒歩５分）

第１日目　６月５日（金）
Ａ会場（４階 401 号室） Ｂ会場（４階 403 号室） Ｃ会場（４階 404 号室） Ｄ会場（４階 405 号室）

午　

前

■製品紹介セッション
　（9.40～12.20）

■スマートテキスタイル
　（9.40～11.20）
■繊維機械の科学と工学
　（11.20～12.00）

■環境対応技術
　（9.40～12.00）

■製品紹介セッション
　(9.40～12.20)

午　

後

■製品紹介セッション
　（13.00～16.00）

■繊維機械の科学と工学
　（13.00～15.40）

■環境対応技術
　（13.00～13.40）
■テキスタイルの科学と工学
　（13.40～16.00）

■製品紹介セッション
　(13.00～14.00)
■繊維強化複合材料
　(14.00～16.00)

16.10～17.10　特別講演会　（Ａ会場　４階401号室）
価値づくり経営：意味的価値とコア技術　　　　　　　　　　　　一橋大学イノベーション研究センター長　延岡健太郎氏
17.20～18.20　ポスターセッション（プレゼンテーションタイム）（７階 700，701，702 号室）
18.30～20.00　懇親会（７階サイエンスクラブレストラン）

第２日目　６月６日（土）

午　

前

■ナノファイバー
　(9.40～12.20)

■染色・機能加工
　(9.20～12.20)

■テキスタイルの科学と工学
  (9.20～12.20)

■被服心理・ファッション
　(9.20～10.40)
■繊維強化複合材料
　(10.40～12.20)

午　

後

■ナノファイバー
　(13.20～15.00)

■染織品・染織文化財
　(13.20～15.20)

■テキスタイルの科学と工学
　(13.20～15.20)

■バーチャルテキスタイル
　(13.20～15.40)

定時総会，学会賞贈賞式，フェロー認定式（15.40 ～）（Ａ会場 4階 401 号室）

研究発表会
■研究発表セッション
　 「テキスタイルの科学と工学」　　「環境対応技術」　　　　　「バーチャルテキスタイル」
「繊維機械の科学と工学」　　　　「繊維強化複合材料」　　　「染色・機能加工」
「ナノファイバー」　　　　　　　「染織品・染織文化財」　　
「スマートテキスタイル」　　　　「被服心理・ファッション」
■製品紹介セッション
　 繊維全般にわたっての製品を紹介するとともに，関連する製造方法や機械装置についても製品として紹介するセッ
ションです．
■ポスターセッション
発表者との意見交換する場として，ポスターセッションを設けました．
このセッションには，(1) 学術研究発表コーナー，(2) 製品紹介コーナーがあります．製品展示，実演も予定して
います．

特別講演会
価値づくり経営：意味的価値とコア技術 一橋大学イノベーション研究センター長　延岡健太郎氏

参加費 　会　　　員： 8,000 円（不課税）　　発表者（会　　　員）：8,000 円（不課税）
　　　　非　会　員：13,000 円（税　別）　　発表者（非　会　員）：8,000 円（税　別）
　　　　学 生 会 員： 3,000 円（不課税）　　発表者（学 生 会 員）：3,000 円（不課税）
　　　　学生非会員： 5,000 円（税　別）　　発表者（学生非会員）：3,000 円（税　別）
　　　　※事前申込（5月 29 日（金））をお勧めします．5月 29 日以降の申込は 2,000 円増となります．
懇親会 　 年次大会は研究発表の場でありますとともに，会員各位が一堂に会し，交流し親睦を深め，相互啓発を行う

貴重な行事です．これを一層役立たしめるための懇親会は意義深いものといえます．
　　　　懇親会参加費：一般 5,000 円，学生 2,000 円（税別）
参加申込 　 「第 68 回年次大会」と明記し，①氏名，②所属，③連絡先（住所，電話番号），④会員種別，⑤懇親会の

参加有無を記入の上，E-mail または FAXにて申し込み下さい．なお，学会HPからも申込ができます．
申込先 　日本繊維機械学会（TEL. 06-6443-4691，FAX. 06-6443-4694，E-mail : i-love-tmsj@nifty.com）
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製品紹介セッション（9.40～12.20）
9.40― 座 長　前川明弘（東レ）9.40～10.40

A1-01　バインダー繊維の開発と展開
 ユニチカトレーディング ○北阪大輔

10.00― A1-02　肌触りの良いマスクの開発
 小林製薬 中嶋絵里奈，合田隆久，○山中雅史
 滋賀大学 與倉弘子
A1-03　半導体薬液用微量金属除去フィルター「KURANGRAFT®」
 倉敷紡績 ○本田拓也
 倉敷繊維加工 西野　徹

10.40― 座 長　松﨑　健（ミズノ）10.40～11.40
A1-04　環境対応型新フィルターバッグ dECObTM
 旭化成せんい ○篠原貴志

11.00― A1-05　フッ素繊維“トヨフロン®”摺動材の開発
 東レ ○主森敬一
A1-06　コンクリートのひび割れ検知ツール「KKクラックセンサ®」
 倉敷紡績 ○平石陽一，堀本　歴

11.40― 座 長　武内俊次（福原精機製作所）11.40～12.20
A1-07　香りでごまかさない本当の消臭Tispa の開発
 住江織物 ○西野善春

12.00― A1-08　「熱物性試験機」「表面摩擦試験機」の紹介
 JUNKEN MEDICAL ○髙橋一等

製品紹介セッション（13.00～16.00）
13.00― 座 長　松下義弘（京都工芸繊維大学）13.00～16.00

A1-09　パイル織物の産業資材への可能性
 妙中パイル織物 ○妙中正司

A1-10　ハイテク染色加工（アラミド繊維染色技術，木材突板染色）
 岐セン ○後藤勝則，杉野秀明
A1-11　当社の固有技術を駆使した鮮度・感度の高い商品
 狭山ホームワーキング ○津貫利光，小柴洋右

14.00― A1-12　SILK の新規用途と新たなアパレル素材
 豊栄繊維 ○北丸　豊
A1-13　奇跡の藍染
 ショーワ ○髙杉哲朗
A1-14　オリジナルタオルについて
 渡辺パイル織物 ○渡邊利雄，渡邊有紗

15.00― A1-15　DreamWool® ドリームウール
 大津毛織 ○宮本　隆
A1-16　綿糸 180 番手単糸とカシミヤ紡毛単糸，絹練り糸の共存
 髙澤織物 〇髙澤史納
A1-17　綿素材を中心とした細番手高密度多重織りについて
 辰巳織布 〇辰巳雅美

特別講演会　16.10～17.10
16.10―  価値づくり経営：意味的価値とコア技術　　　　　一橋大学イノベーション研究センター長　延岡健太郎氏

〔講演概要〕商品の目的は価値づくりだが，近年，優れたものづくりが価値づくりに結びつかなくなった．
価値づくりを実現するためには，顧客価値としては機能的価値だけではなく，使用する際の真の価値，つまり，
顧客の現場（生産財）や気持ちの中（消費財）で共創される意味的価値が必要である．さらには，自社独自
の視点から圧倒的な技術力を長年にわたり構築する積み重ね技術が求められている．価値のあるものづくり
こそが社会の繁栄につながる点も含めて，具体的な事例とともに説明します．
〔講師略歴〕1981 年，大阪大学工学部卒業．マツダ㈱入社，商品戦略担当．1988 年，マサチューセッツ工科
大学（MIT）経営学修士，1993 年，同経営学博士．1994 年，神戸大学経済経営研究所助教授，1999 年，同教授．
2008 年より一橋大学イノベーション研究センター教授．2012 年より同センター長．
専門は経営戦略・組織，技術経営．主な著作：『マルチプロジェクト戦略』（有斐閣），『MOT［技術経営］入門』
（日本経済新聞社），『価値づくり経営の論理』（日本経済新聞社）．『Thinking beyond Lean』（Free Press）

6/5 （金）―第１日目 会場AA▶401号室
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スマートテキスタイル（9.40～11.20）
9.40― 座 長　森本一成（京都工芸繊維大学）9.40～11.20

B1-01　シート型感圧センサを用いた就寝姿勢の識別についての研究
 京都工芸繊維大学 ○峯晴　彩，桑原教彰，森本一成

10.00― B1-02　脈波検出布センサを用いた血圧推定
 大阪市立大学 ○三輪晃士，吉本佳世，髙橋秀也
B1-03　ナノファイバーマットを利用した新規高分子アクチュエータの開発
 福井大学 ○浅井華子，河合剛志，島田直樹，中根幸治
B1-04　太陽光発電テキスタイルの樹脂加工の評価
 福井県工業技術センター ○帰山千尋，増田敦士，辻　尭宏

スフェラーパワー 中村英稔，大谷聡一郎，長友文史
松文産業 吉岡隆一

ウラセ 針井知明，岩崎好博，谷屋早紀
11.00― B1-05　LEDリボンの樹脂加工とその特性評価

 福井県工業技術センター 〇辻　尭宏，増田敦士，帰山千尋，村上哲彦
 福井大学 宮崎孝司

繊維機械の科学と工学（11.20～12.00）
11.20― 座 長　喜成年泰（金沢大学）11.20～12.00

B1-06　汎用的な織物構造の変形挙動シミュレーション
 トヨタ紡織 ○井上香寿美，西垣佳臣
B1-07　スリット型インターレーサにおけるインターレースプロセスの観察
 湯浅糸道工業 ○神野　亮
 福井大学 家元良幸，植松英之，田上秀一

繊維機械の科学と工学（13.00～15.40）
13.00― 座 長　山内康史（豊田自動織機）13.00～14.00

B1-08　MVS（VORTEX）紡績における紡績エア添加物の効果「POLYMASTER」
 村田機械 ○澤田晴稔，太田成利，秋元理宏
B1-09　合繊パッケージの解舒性向上の取組みについて
 TMTマシナリー ○北山　太
B1-10　合繊設備における省エネ性能の追求について
 TMTマシナリー ○辻本明彦

14.00― 座 長　藤田浩行（兵庫県立工業技術センター）14.00～15.00
B1-11　仮撚加工機における加撚工程中の撚りに関する研究
 福井工業高等専門学校 ○明頓耕平，金田直人
 金沢大学 喜成年泰
B1-12　高速で走行する合成繊維糸とガイドの摩擦特性に関する基礎研究
 金沢大学 ○曽我達也，丸山清峻，喜成年泰
B1-13　加速度センサー内蔵データロガーを用いた繊維機械の運動評価手法の検討
 岐阜市立女子短期大学 ○太田幸一

15.00― 座 長　太田幸一（岐阜市立女子短期大学）15.00～15.40
B1-14　段ボール用結束機における紐貯留機構の挙動解析
 金沢大学 ○崎川侑輝，菊池遵一，喜成年泰
 石川工業高等専門学校 八田　潔
B1-15　延伸ローラの空気流れの解析と動力損失低減
 金沢大学 ○松田啓佑，吉田征史，喜成年泰

6/5 （金）―第１日目 会場BB▶403号室
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6/5 （金）―第１日目 会場CC▶404号室

環境対応技術（9.40～12.00）
9.40― 座 長　小田涼太（三晶）9.40～10.40

C1-01　省エネルギー水素生成技術のための電気触媒紙の開発
 京都工芸繊維大学 ○山田健登，井野晴洋，木村照夫

10.00― C1-02　 可視光応答型光触媒を塗工した PVC膜材料の開発
～ PVC膜材料が抗菌・抗ウイルス性へ与える影響～

 太陽工業 ○塩澤優樹，齋藤徳良，豊田　宏
C1-03　酸化チタン光触媒をコーティングしたメッシュ材料の環境性能
 太陽工業 ○豊田　宏，阿部和宏

10.40― 座 長　豊田　宏（太陽工業）10.40～12.00
C1-04　廃棄玉ねぎを素材とするシートの機械的特性に及ぼす成形条件の影響
 京都工芸繊維大学 ○永榮紘実，木村照夫

三晶 小田涼太
11.00― C1-05　廃棄炭素繊維で強化した発熱するCFRPの機械的特性

 京都工芸繊維大学 ○吉田匡希，木村照夫
 エルアンドアール 大迫勝徳
 京都府織物・機械金属振興センター 倉橋直也
C1-06　デニム廃材で強化したポリプロピレン押出成形品の機械的特性と色に関する研究
 京都工芸繊維大学 ○内丸もと子，木村照夫，佐藤哲也 ，吉田匡希
 エルアンドアール 大迫勝徳
C1-07　イオン液体を用いた廃棄混紡繊維由来複合材料の成形と機械的特性
 京都工芸繊維大学 ○井野晴洋，石橋智仁，木村照夫

環境対応技術（13.00～13.40）
13.00― 座 長　小田涼太（三晶）13.00～13.40

C1-08　Lyocell fi ber, TENCELⓇ, based on Sustainable Technology
 Lenzing AG ○Marco Gallo, Andy Slater
 Fiber Coordinate Services Etsuko Nomura
C1-09　高強度・高弾性オレフィン系複合繊維とその応用
 宇部エクシモ ○横北昌彦

テキスタイルの科学と工学（13.40～16.00）
13.40― 座 長　杉村桃子（新潟大学）13.40～15.00

C1-10　圧縮特性の異なる円筒モデルを用いたソックスの衣服圧
 神戸大学 井上真理，○吉田照美

14.00― C1-11　洗濯および洗濯仕上げ方法の異なるタオルの風合い評価
 カトーテック ○河内　敬

パナソニック 縄間潤一
神戸大学 井上真理

C1-12　VORTEX® 精紡機の紡績条件と編布の物理特性との関係
 村田機械 ○八木宏幸，松本龍守，森　秀茂，筒井久美子
 神戸大学 井上真理
C1-13　三河地域で栽培された木綿を用いた織物の物性評価
 あいち産業科学技術総合センター　三河繊維技術センター ○平石直子，真鍋薫平

15.00― 座 長　山本貴則（大阪府立産業技術総合研究所）15.00～16.00
C1-14　糸の力学特性と編み布の風合いの関係についての一考察
 村田機械 ○筒井久美子，松本龍守，森　秀茂，八木宏幸
 神戸大学 井上真理，陳　耀輝，福山博明
C1-15　触覚センサの回転なぞり条件が布の客観評価に及ぼす影響
 金沢大学 〇小宮勇人，喜成年泰，立矢　宏，若子倫菜
C1-16　フーリエ空間比較法による布表面摩擦特性の解析と設計
 奈良女子大学 ○米田守宏，太田智子，五艘沙紀
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6/5 （金）―第１日目 会場DD▶405号室

製品紹介セッション（9.40～12.20)
9.40― 座 長　松本龍守（村田機械）9.40～10.40

D1-01　快適衣料素材の開発
 東レ ○須山浩史
10.00― D1-02　アセテート系指定外繊維複合テキスタイル素材「キスト」

 三菱レイヨン ○篠田啓司
D1-03　新防炎素材の開発
 日本毛織 ○大森英城

10.40― 座 長　大萩成男（和歌山県工業技術センター）10.40～11.40
D1-04　太陽光照射ボディマッピングを活用したシャツの紹介
 ミズノ ○江部素弘

11.00― D1-05　運動特性を考慮した野球ユニフォームシャツの設計
 アシックス ○大塚直輝，勝　眞理，田川武弘，西脇剛史
D1-06　新防縮スーツ素材　アクアウォッシュ
 日本毛織 ○馬場武一郎

11.40― 座 長　田先慶多（日本毛織）11.40～12.20
D1-07　綿用湿摩擦堅牢度向上剤ネオフィックス IR‒77 の製品紹介
 日華化学 ○米元篤史

12.00― D1-08　 MXC-E1.6CRE，MX-RSCFY4RE，MX-S1.6CDF
丸編機 3機種レースウェイコースゲージシリーズの紹介

 福原精機製作所 ○西垣誠人

製品紹介セッション（13.00～14.00）
13.00― 座 長　武内俊次（福原精機製作所）13.00～14.00

D1-09　カーボンナノチューブ紡績糸
 村田機械 ○矢野史章
D1-10　新型エアジェット織機 JAT810
 豊田自動織機 ○稲村貴裕
D1-11　特殊糸用テークアップワインダー ｢ATi-409BR/3｣
 TMTマシナリー ○川合雅士

繊維強化複合材料（14.00～16.00）
14.00― 座 長　中西康雅（三重大学）14.00～15.00

D1-12　平織り繊維強化複合材料の衝撃引張り特性評価
 アシックス ○谷口憲彦，西脇剛史
D1-13　編物構造のモデル化に基づく編物複合材料の力学解析
 大阪大学 ○若松栄史，船原佑介，森永英二，荒井栄司，田邉大貴，倉敷哲生
  福原精機製作所 武内俊次
D1-14　ヒステリシスエネルギに着目した織物複合材料の疲労特性および減衰特性評価
 大阪大学 ○井上遼祐
 三重大学 中西康雅
 大阪大学 向山和孝，李興盛，花木宏修，倉敷哲生

15.00― 座 長　中村崇人（藤倉ゴム工業）15.00～16.00
D1-15　低分子量成分が吸着した繊維状フィラー充填ポリプロピレンのレオロジー特性
 福井大学 ○植松英之，牧田恵実，田上秀一
D1-16　組物技術を用いた連続繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の内圧成形に関する研究
 京都工芸繊維大学 ○金森壮史
 岐阜大学 仲井朝美，大谷章夫，魚住忠司
 東洋紡 名合　聡
D1-17　半含浸繊維状中間材料を用いた熱可塑性樹脂複合材料の含浸特性および力学的特性
 カジレーネ ○本近俊裕，高木光朗
 岐阜大学 大谷章夫，仲井朝美
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▶700号室

ポスター会場
7階7階6/5 （金）―第１日目

ポスターセッション　学術研究発表コーナー　17.20～18.20
P1-01　 Chemical Oxidation and Enzyme Treatments on Wool Fiber to Change the Surface Morphology and 

Mechanical Property
 Kyoto Institute of Technology ○ Tu Chendi, Satoko Okubayashi, Fusako Kawai, Sachiko Sukigara
P1-02　仮撚加工機における加撚工程中の撚りに関する研究
 福井工業高等専門学校 ◯明頓耕平，金田直人
 金沢大学 喜成年泰
P1-03　窒化チタンをスパッタした繊維の色特性および耐久性
 群馬大学 楠元一臣，金澤正浩 ，○佐野理恵
 群馬県繊維工業試験場 石井克明，久保川博夫
P1-04　硫化銅を用いたセルロースナノファイバーへの導電性付与
 福井大学 ○小澤直紀，島田直樹，中根幸治，小形信男
P1-05　レーザ溶融型静電紡糸法を用いた繊維足場材の開発
 福井大学 ○樹下嘉範，島田直樹，中根幸治，小形信男
P1-06　無電解銅めっきによる導電性ナノファイバーの作製
 福井大学 ○後藤　岳，島田直樹，中根幸治，小形信男
P1-07　触覚センサを用いた回転なぞりによる布の表面特性の評価
 金沢大学 〇小宮勇人，喜成年泰，立矢　宏，若子倫菜
P1-08　段ボール用結束機における紐貯留機構の挙動解析
 金沢大学 ○崎川侑輝，菊池遵一，喜成年泰
 石川工業高等専門学校 八田　潔
P1-09　省エネルギー水素生成技術のための電気触媒紙の開発
 京都工芸繊維大学 ○山田健登，井野晴洋，木村照夫
P1-10　廃棄玉ねぎを素材とするシートの機械的特性に及ぼす成形条件の影響
 京都工芸繊維大学 ○永榮紘実，木村照夫
 三晶 小田涼太
P1-11　廃棄炭素繊維で強化した発熱するCFRPの機械的特性 
 京都工芸繊維大学 ○吉田匡希，木村照夫
 エルアンドアール 大迫勝徳
 京都府織物・機械金属振興センター 倉橋直也
P1-12　モンゴル匈奴が利用した繊維材質
 帝塚山大学 ○村上智見
 モンゴル科学アカデミー歴史学研究所 Eregzen Gelegdorj
P1-13　ナノカーボン担持ナノファイバー不織布膜によるフミン質の分離特性
 名古屋大学 ○原　聡志，向井康人
P1-14　吸着機能を有する PVAナノファイバー不織布膜の創製と評価
 名古屋大学 ○藤島知樹，向井康人
P1-15　せん断流れ場におけるファイバー分散流体の流動
 愛媛大学 ○国守亮太，保田和則，岩本幸治，十河基介
P1-16　高速で走行する合成繊維糸とガイドの摩擦特性に関する基礎研究
 金沢大学 ○曽我達也，丸山清峻，喜成年泰
P1-17　延伸ローラの空気流れの解析と動力損失低減
 金沢大学 ○松田啓佑，吉田征史，喜成年泰
P1-18　ゼラチンナノファイバーからの薬物放出性の評価
 滋賀県立大学 ○山崎未奈，山下義裕，徳光勝久
P1-19　フィット性肌着の温熱快適性評価について
 信州大学 ○岸本純輝，西松豊典，金井博幸 
 アルケア 岩嵜徹治，山田裕之
P1-20　組物技術を用いた連続繊維強化熱可塑性樹脂複合材料の内圧成形に関する研究
 京都工芸繊維大学 ○金森壮史
 岐阜大学 仲井朝美，大谷章夫，魚住忠志
 東洋紡 名合　聡
P1-21　エレクトロスピニング法を用いたシクロデキストリン／セルロース複合ナノファイバーの作製および吸着材への応用
 信州大学 ○濵野史暁，Mayakrishnan Gopiraman，金　翼水
P1-22　骨芽細胞培養に適したナノファイバー細胞培養基材の開発
 信州大学 ○山口恭平，Mayakrishnan Gopiraman，金　翼水
P1-23　卵殻膜成分を含むシルクフィブロインナノファイバーの作製
 信州大学 ○徐　　剛，Mayakrishnan Gopiraman，金　翼水
P1-24　汎用的な織物構造の変形挙動シミュレーション
 トヨタ紡織 ○井上香寿美，西垣佳臣
P1-25　布の質感再認における視覚・触覚の相互情報移送について
 京都工芸繊維大学 ○勇　地有理，鋤柄佐千子
P1-26　TOCNを複合したナノファイバー
 愛媛県産業技術研究所 紙産業技術センター ○大塚和弘
P1-27　洗濯および洗濯仕上げ方法の異なるタオルの風合い
 パナソニック ○縄間潤一
 カトーテック 河内　敬
 神戸大学 井上真理
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▶701号室
▶702号室

ポスター会場
7階7階

ポスターセッション　製品紹介コーナー　17.20～18.20
P2-01　カーボンナノチューブ紡績糸
 村田機械 ○矢野史章
P2-02　 MXC-E1.6CRE，MX-RSCFY4RE，MX-S1.6CDF

丸編機３機種レースウェイコースゲージシリーズの紹介
 福原精機製作所 ○西垣誠人
P2-03　肌触りの良いマスクの開発
 小林製薬 中嶋絵里奈，合田隆久，○山中雅史
 滋賀大学 與倉弘子
P2-04　新防縮加工スーツ　アクアウォッシュ
 日本毛織 ○馬場武一郎
P2-05　新防炎素材の開発
 日本毛織 ○大森英城
P2-06　Oerlikon Neumag 社 ステープルファイバー小ロット生産機 Staple FORCE S1000
 旭貿易 ○末安秀爾
P2-07　AGTEKS 社 小型撚糸機 DirecTwist
 旭貿易 ○末安秀爾
P2-08　Zschimmer & Schwarz 社 機能性繊維油剤
 旭貿易 ○末安秀爾
P2-09　KES 風合い試験機 
 カトーテック ○渡邊智慧
P2-10　バインダー繊維の開発と展開
 ユニチカトレーディング ○北阪大輔
P2-11　運動特性を考慮した野球ユニフォームシャツの設計
 アシックス ○大塚直輝，勝　眞理，田川武弘，西脇剛史
P2-12　半導体薬液用微量金属除去フィルター「KURANGRAFT®」
 倉敷紡績 本田拓也
 倉敷繊維加工 ○西野　徹
P2-13　特殊糸用テークアップワインダー ｢ATi-409BR/3｣
 TMTマシナリー ○川合雅士
P2-14　綿用湿摩擦堅牢度向上剤ネオフィックス IR‒77 の製品紹介
 日華化学 ○米元篤史
P2-15　快適衣料素材の開発
 東レ ○須山浩史
P2-16　香りでごまかさない本当の消臭Tispa の開発
 住江織物 ○西野善春
P2-17　コンクリートのひび割れ検知ツール「KKクラックセンサⓇ」
 倉敷紡績 ○平石陽一，堀本　歴
P2-18　「熱物性試験機」「表面摩擦試験機」の紹介
 JUNKEN MEDICAL ○髙橋一等
P2-19　太陽光照射ボディマッピングを活用したシャツの紹介
 ミズノ ○江部素弘
P2-20　パイル織物の産業資材への可能性
 妙中パイル織物 ○妙中正司
P2-21　ハイテク染色加工（アラミド繊維染色技術，木材突板染色）
 岐セン ○後藤勝則，杉野秀明
P2-22　当社の固有技術を駆使した鮮度・感度の高い商品
 狭山ホームワーキング ○津貫利光，小柴洋右
P2-23　SILK の新規用途と新たなアパレル素材
 豊栄繊維 ○北丸　豊
P2-24　奇跡の藍染
 ショーワ ○髙杉哲朗
P2-25　オリジナルタオルについて
 渡辺パイル織物 ○渡邊利雄，渡邊有紗
P2-26　DreamWool® ドリームウール
 大津毛織 ○宮本　隆
P2-27　綿糸 180 番手単糸とカシミヤ紡毛単糸，絹練り糸の共存
 髙澤織物 ○髙澤史納
P2-28　綿素材を中心とした細番手高密度多重織りについて

 辰巳織布 〇辰巳雅美

6/5 （金）―第１日目
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ナノファイバー（9.40～12.20）
9.40― 座 長　中根幸治（福井大学）9.40～10.40

A2-01　PVAナノファイバーを用いた PM2.5 対応マスク
 滋賀県立大学 ○山下義裕

10.00― A2-02　抗菌性を有する銀複合ナノファイバーの作製および特性評価
 信州大学 ○関　浩道，金　翼水
A2-03　TOCNを複合したナノファイバー
 愛媛県産業技術研究所　紙産業技術センター ○大塚和弘

10.40― 座 長　向井康人（名古屋大学）10.40～11.40
A2-04　ゼラチンナノファイバーからの薬物放出性の評価
 滋賀県立大学 ○山崎未奈，山下義裕，徳光勝久

11.00― A2-05　イネ由来多孔質シリカ粒子複合ナノファイバーの作製
 信州大学 ○馬　　可，金　翼水，Mayakrishnan Gopiraman
A2-06　ナフィオンを用いた導電性ナノファイバーマットの作製
 福井大学 ○島田直樹，中根幸治，小形信男

11.40― 座 長　大塚和弘（愛媛県産業技術研究所）11.40～12.20
A2-07　色素増感太陽電池用TiO2 ナノファイバーの作製および特性評価
 信州大学 ○永石智貴，Mayakrishnan Gopiraman，金　翼水

12.00― A2-08　ナノファイバー不織布膜による微粒子の濾過及び分級特性
 名古屋大学 ○向井康人

ナノファイバー（13.20～15.00）
13.20― 座 長　金　翼水（信州大学）13.20～14.20

A2-09　リパーゼ表層提示酵母固定化ナノ繊維を用いた無溶媒系でのエステル合成
 福井大学 ○中根幸治，伊藤寛明，山崎晃司，上野智也，末　信一朗
A2-10　吸着機能を有する PVAナノファイバー不織布膜の創製と評価
 名古屋大学 ○藤島知樹，向井康人

14.00― A2-11　ナノカーボン担持ナノファイバー不織布膜によるフミン質の分離特性
 名古屋大学 ○原　聡志，向井康人
14.20― 座 長　山下義裕（滋賀県立大学）14.20～15.00

A2-12　高導電性を有するCNTs および PVAc 複合ナノファイバーの作製
 信州大学 ○石原祐太郎，Mayakrishnan Gopiraman，渡邊　圭，金　翼水
A2-13　Metal Nanoparticles Anchored on Nanofiber for Catalytic Organic Reactions
 Shinshu University ○Chuan Yin, Mayakrishnan Gopiraman, Ick Soo Kim, Hyunsik Bang 

定時総会，学会賞贈賞式，フェロー認証式（15.40 ～）

6/6 （土）―第 2日目 会場AA▶401号室

第 68 回年次大会実行委員会
実行委員長：井上　真理（神戸大学）
副 委 員 長：勝圓　　進（倉敷紡績）　　　　　　　山本　貴則（大阪府立産業技術総合研究所）
　　　　　　　田上　秀一（福井大学）
実 行 委 員：石丸　園子（東洋紡）　　　　　　　　辻本　明彦（TMTマシナリー）
　　　　　　　井上　尚子（椙山女学園大学）　　　　徳山　孝子（神戸松蔭女子学院大学）
　　　　　　　植松　英之（福井大学）　　　　　　　豊田　　宏（太陽工業）
　　　　　　　潮田ひとみ（東京家政大学）　　　　　仲井　朝美（岐阜大学）
　　　　　　　太田　幸一（岐阜市立女子短期大学）　中西　康雅（三重大学）
　　　　　　　岡本　陽子（神戸女子大学）　　　　　中根　幸治（福井大学）
　　　　　　　奥林　里子（京都工芸繊維大学）　　　中村　崇人（藤倉ゴム工業）
　　　　　　　小田　涼太（三晶）　　　　　　　　　藤岡　　潤（石川工業高等専門学校）
　　　　　　　金井　博幸（信州大学）　　　　　　　藤田　浩行（兵庫県立工業技術センター）
　　　　　　　喜成　年泰（金沢大学）　　　　　　　前川　明弘（東レ）
　　　　　　　木村　照夫（京都工芸繊維大学）　　　松岡　敏生（三重県工業研究所）
　　　　　　　木村　裕和（信州大学）　　　　　　　松﨑　　健（ミズノ）
　　　　　　　金　翼　水（信州大学）　　　　　　　向井　康人（名古屋大学）
　　　　　　　小柴　　孝（奈良工業高等専門学校）　森本　一成（京都工芸繊維大学）
　　　　　　　迫部　唯行（ユニチカ）　　　　　　　保田　和則（愛媛大学）
　　　　　　　上甲　恭平（椙山女学園大学）　　　　安永　秀計（京都工芸繊維大学）
　　　　　　　杉村　桃子（新潟大学）　　　　　　　山内　康史（豊田自動織機）
　　　　　　　高井　由佳（大阪産業大学）　　　　　山下　義裕（滋賀県立大学）
　　　　　　　髙橋　秀也（大阪市立大学）　　　　　與倉　弘子（滋賀大学）
　　　　　　　武内　俊次（福原精機製作所）　　　　横山　敦士（京都工芸繊維大学）
　　　　　　　田先　慶多（日本毛織）　　　　　　　若松　栄史（大阪大学）
　　　　　　　谷口　憲彦（アシックス）
アドバイザー：鋤柄佐千子（京都工芸繊維大学）　　　松本　龍守（村田機械）
　　　　　　　西脇　剛史（アシックス）
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染色・機能加工（9.20～12.20）
9.20― 座 長　上甲恭平（椙山女学園大学）9.20～10.20

B2-01　電子線照射技術による絹の改質に関する研究
 京都工芸繊維大学 ○田中竣也，奥林里子
B2-02　グリセリンを発色原料に用いた羊毛の着色技術
 大阪市立工業研究所 ○大江　猛，中井猛夫，吉村由利香

10.00― B2-03　糖とアミノ酸を用いた染毛Ⅱ．染色性に及ぼすアミノ酸種依存性と染色毛髪の堅ろう性の評価
 京都工芸繊維大学 ○安永秀計，大﨑　洋，綿岡　勲，浦川　宏 
10.20― 座 長　奥林里子（京都工芸繊維大学）10.20～11.20

B2-04　クワ枝幹からの抽出物を用いた染色と蛍光特性
 京都工芸繊維大学 ○黒田晃弘，綿岡　勲，浦川　宏，安永秀計
B2-05　バイオカテコールマテリアルを用いた染毛法Ⅰ．前駆体酸化法と染色性
 産業技術短期大学 ○松原孝典
 京都工芸繊維大学 積智奈美，綿岡　勲，浦川　宏，安永秀計 

11.00― B2-06　赤外線吸収染料染色布の保温性能
 椙山女学園大学 桑原里実，江越美希，高橋勝六，○上甲恭平

11.20― 座 長　安永秀計（京都工芸繊維大学）11.20～12.20
B2-07　Elimination of dyestuff  using scCO2
 Kyoto Institute of Technology ○Yao Chen，Satoko Okubayashi
 University of Fukui Teruo Hori
 Fujix Ryoma Fukumoto, Toya Banno
B2-08　Dyeability of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene Fibers using scCO2
 Kyoto Institute of Technology ○Ma Jaehyuk，Satoko Okubayashi

12.00― B2-09　高分子材料の超臨界二酸化炭素発泡
 京都工芸繊維大学 ○田中裕也，奥林里子

染織品・染織文化財（13.20～15.20）
13.20― 座 長　井上尚子（椙山女学園大学）13.20～14.20

B2-10　表装裂地修理に用いる増裏打ち工程の材料と接着促進技術
 京都工芸繊維大学 ○岡　興造
 大阪産業大学 高井由佳，後藤彰彦
 京都工芸繊維大学 岡　泰央
B2-11　経験年数が京唐紙の作製工程に及ぼす影響
 唐長修学院工房 ○千田聖二
 東雄技研 鈴木絵里加，菊地哲雄
 大阪産業大学 高井由佳

14.00― B2-12　Study of braiding skills of expert and non-experts by eyes movement analysis
 Kyoto Institute of Technology ○ Kontawat Chottikampon，Suchalinee Mathurosemontri，
 Putinun Uawongsuwan，Porakoch Sirisuwan，Makiko Tada，Miyako Inoda
 Gifu University Tadashi Uozumi
 Kyoto Institute of Technology Hiroyuki Hamada

14.20― 座 長　高井由佳（大阪産業大学）14.20～15.20
B2-13　 色染標本古裂地見本（阿蘭陀輸入品　AN. 71）の調査

（京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵染織品の調査 10）
 京都工芸繊維大学　美術工芸資料館染織関連資料調査研究会 ○佐々木良子，行谷吉男，萩原理一，藤井健三，
 並木誠士，西村太良，佐々木健
B2-14　防染糊の浸透状態が京友禅の染色効果に及ぼす影響
 菱健 ○古川貴士

15.00― B2-15　銘仙きものの光沢（その３）～被服材料学的要素から見る～
 神戸女子大学 ○西村幸恵，内山恵理　岡本陽子
 元神戸女子大学 森脇　彩
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テキスタイルの科学と工学（9.20～12.20）
9.20― 座 長　田上秀一（福井大学）9.20～10.20

C2-01　シリカガラスコーティングした電池セパレータの耐熱性および電池特性への影響
 福井大学 ○荻原　隆，小寺喬之
C2-02　織り組織が異なる酸化チタン系光触媒加工ポリエステル布の触媒性能
 新潟大学 ○中村和吉，川幡千晶，杉村桃子

10.00― C2-03　 Chemical Oxidation and Enzyme Treatments on Wool Fiber to Change the Surface Morphology 
and Mechanical Property

 Kyoto Institute of Technology ○ Tu Chendi,Satoko Okubayashi,Fusako Kawai, Sachiko Sukigara
10.20― 座 長　鋤柄佐千子（京都工芸繊維大学）10.20～11.00

C2-04　Effect of Nozzle Size on Fiber Formation Behavior and Web Properties in Melt Blowing Process
 東京工業大学 ○ Renukarn Ruamsuk，宝田　亘，鞠谷雄士
C2-05　繊維強化複合材料の繊維配向によるサンドエロージョン特性
 信州大学 ○鮑　力民，H. Kameel

11.00― 座 長　木村裕和（信州大学）11.00～12.20
C2-06　布の質感再認における視覚・触覚の相互情報移送について
 京都工芸繊維大学 ○勇　地有理，鋤柄佐千子
C2-07　婦人用ブラックフォーマルファブリックにおける視覚的な粗さ感に関する物理的要因の検討
 信州大学 ○丸　弘樹，齋藤奨司，金井博幸，西松豊典
C2-08　見る距離を変化させた時の綿織物の印象評価
 京都工芸繊維大学 ○後藤　文，鋤柄佐千子

12.00― C2-09　織物の表面反射特性と光沢感の評価に関する研究
 福井県工業技術センター ○岩下美和，増田敦士，村上哲彦，川端清二
 福井大学 畑中智貴，植松英之，家元良幸，田上秀一

テキスタイルの科学と工学（13.20～15.20）
13.20― 座 長　松岡敏生（三重県工業研究所）13.20～14.20

C2-10　サーモラボ装置を利用した熱特製測定法
 あいち産業科学技術総合センター　尾張繊維技術センター ○丹羽昭夫
C2-11　キュプラ・ポリエステル短繊維集合体の有効熱伝導率の測定
 奈良女子大学 ○中島千恵，米田守宏，川原幸乃

14.00― C2-12　フィット性肌着の温熱快適性評価について
 信州大学 ○岸本純輝，西松豊典，金井博幸
 アルケア 岩嵜徹治，山田裕之

14.20― 座 長　潮田ひとみ（東京家政大学）14.20～15.20
C2-13　繊維製床敷物の靴歩行時における歩き心地に影響する物理的特性の検討
 信州大学 ○柴崎大輔，坂口明男，木村裕和
 大阪府立産業技術総合研究所 山本貴則
C2-14　繊維製床敷物の帯電性試験方法に関する検討
 信州大学 ○大越康裕，藤田峻佑，坂口明男，木村裕和

15.00― C2-15　敷布団の圧縮特性が臥床時体性感覚に与える影響
 信州大学 ○小林拓真，金井博幸，西松豊典
 丸八プロダクト 花城周平，江崎智宏，近村　智
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被服心理・ファッション（9.20～10.40）
9.20― 座 長　辻　幸恵（神戸学院大学）9.20～10.00

D2-01　麻織物における藍染めの視覚効果
 神戸松蔭女子学院大学 ○徳山孝子
D2-02　洋裁を通して見えてきた生活
 武庫川女子大学 ○原田陽子

10.00― 座 長　徳山孝子（神戸松蔭女子学院大学）10.00～10.40
D2-03　ジーンズのブランド確立と発展の歴史的経緯―岡山県児島市を事例に―
 神戸松蔭女子学院大学 ○青谷実知代
D2-04　「ハレ」の場に着用する衣類の選択基準
 神戸学院大学 ○辻　幸恵

繊維強化複合材料（10.40～12.20）
10.40― 座 長　植松英之（福井大学）10.40～11.40

D2-05　組物・加熱同時工程によるCFRTPパイプ成形方法に関する研究
 岐阜大学 ○魚住忠司

11.00― D2-06　改良型同時多層巻回法を用いた炭素繊維強化プラスチック円筒材の積層構成最適化
 早稲田大学 ○渡邉太一，里村圭介
 藤倉ゴム工業 木元尚紀，中村崇人
 早稲田大学 川田宏之
D2-07　Type4 高圧容器の口金構造がCFRP強化層に及ぼす影響の評価
 大阪大学 ○井村亮哉，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生

11.40― 座 長　仲井朝美（岐阜大学）11.40～12.20
D2-08　多重織物複合材料の力学的特性
 岐阜大学 ○大谷章夫
 北陸ファイバーグラス 北村雅之

12.00― D2-09　複合材料を用いた橈骨遠位端骨折用ロッキングプレートの構造解析と評価
 大阪大学 ○立山侑佐，岡崎　翔，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生

バーチャルテキスタイル（13.20～15.40）
13.20― 座 長　横山敦士（京都工芸繊維大学）13.20～14.40

D2-10　姿勢変化する人体への衣服圧シミュレーション (1)
 東洋紡 ○磯貝悠美子，野々村千里，石丸園子
 メカニカルデザイン　大井秀哉，小林卓哉
D2-11　姿勢変化する人体への衣服圧シミュレーション (2)
 メカニカルデザイン ○大井秀哉，小林卓哉
 東洋紡 磯貝悠美子，野々村千里，石丸園子

14.00― D2-12　着装シミュレーション技術を用いたスポーツアパレルのカスタマイズ設計
 アシックス ○小澤明裕，勝　眞理，田川武弘，西脇剛史
D2-13　ブラジャーの設計支援のための型紙の三次元形状予測
 大阪大学 ○若松栄史，笠泰徳，森永英二，荒井栄司
 ワコール 久保貴裕，小山　真，岸本泰蔵

14.40― 座 長　石丸園子（東洋紡）14.40～15.40
D2-14　解撚トルクの推定に基づく平編地の斜行予測
 大阪大学 ○若松栄史，山本恭史，森永英二，荒井栄司
 村田機械 八木宏幸，森　秀茂，松本龍守

15.00― D2-15　不均質性を考慮した織物構造体の大変形解析法
 京都工芸繊維大学 ○横山敦士，下田　涼
D2-16　テキスタイル複合材料のメゾスケールモデリング手法に関する研究
 大阪大学 今奥亜希，生田圭佑，向山和孝
 京都市産業技術研究所 廣澤　覚
 大阪大学 花木宏修，倉敷哲生
 三重大学 ○中西康雅


