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日本繊維機械学会

第71回 年次大会
【会期】平成 30 年 ６ 月 1 日（金），2日（土）
【会場】大阪科学技術センタービル４階，8階（大阪市西区靱本町 1－8－4）

研究発表会
■研究発表セッション
　「テキスタイル・アパレルの科学と工学」　　「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」　　　　　　　　　　　　「伝統的繊維製品および匠の技」　　「産業用繊維資材および不織布」
　「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
（1）学術研究発表コーナー，（2）製品紹介コーナー（製品展示），があります．

特別講演会
10 歳若返る！「インターバル速歩」－ 生活習慣病・介護予防のための新しい運動処方システム－

信州大学医学系研究科・スポーツ医科学講座 NPO 法人熟年体育大学リサーチセンター　能勢　博氏

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 25 日（金））をお勧めします．5 月 25 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）
申　込 　「第 71 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 : info@tmsj.or.jp）

第１日目　6月１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
　（9.20～12.30）

■ナノファイバー
　（9.20～12.50）

■スマートテキスタイル
　（9.20～12.30）

■バーチャルテキスタイル
　（9.20～11.50）
■繊維強化複合材料
　（11.50～12.30）

午

　
後

■製品紹介セッション
　（13.30～15.20）
■産業用繊維資材および不織布
　（15.20～1６.20）

■繊維機械の科学と工学
　（13.30～1６.20）

■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学
　（13.30～1６.20）

■繊維強化複合材料
　（13.30～1６.00）

特別講演会　（1６.30～18.00）　８階大ホール
10歳若返る！「インターバル速歩」－ 生活習慣病・介護予防のための新しい運動処方システム－

信州大学医学系研究科・スポーツ医科学講座 NPO法人熟年体育大学リサーチセンター　能勢　博氏

18.10～19.10　ポスターセッション（プレゼンテーションタイム）（８階中小ホール）

19.20～20.50　懇親会（７階サイエンスクラブレストラン）

第２日目　6月２日（土）

午

　
前

■染色・機能加工
　（9.40～12.30）

■伝統的繊維製品および
　匠の技
　（9.40～12.30）

■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学
　（9.40～12.30）

■繊維機械の科学と工学
　（10.00～12.10）

午

　
後

■染色・機能加工
　（13.30～14.30）

■環境対応技術
　（13.30～15.40）

■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学
　（13.30～14.30）
■被服心理・ファッション
　（14.40～15.20）

　定時総会，学会賞贈賞式，
　フェロー認定式（15.50～）
　（A会場 4 階 401号室）
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製品紹介セッション（9.20～12.30）
座　長　武内俊次（京都工芸繊維大学）9.20～10.20

9.20― A1-01　ホールガーメント編成技術について�
島精機製作所�○築野　彰

9.40― A1-02　PLC21 を使用した定長精度の改善と速度 ＦB への拡張�
村田機械�○寺尾雄帆

10.00― A1-03　次世代新型 ＦDY 設備　iBox-MANTA�
TMT マシナリー�〇橋本欣三

座　長　須山浩史（東レ）10.20～11.10
10.20― A1-04　織布工場管理支援システム「Weave�Net」�

豊田自動織機�○戸田浩史

休憩（10.40～10.50）
10.50― A1-05　帝人の安心・安全素材（アラミド繊維，Ｅndumax®）のご紹介�

帝人�○尾崎大介
座　長　河原喜久（帝人フロンティア）11.10～11.50

11.10― A1-06　3D プリンター用感温性フィラメントのご紹介�
ユニチカ�迫部唯行，○中谷雄俊

11.30― A1-07　ISO17299�part5 に基づいた消臭加工商材の開発�
住江織物�○宮村佳成，下村行徳

座　長　馬場武一郎（日本毛織）11.50～12.30
11.50― A1-08　有害イオン吸着シート「コスモフレッシュ NANO®」�

東洋紡�○下田宏治
呉羽テック�西岡国夫

12.10― A1-09　界面活性剤の不織布分野への応用�
竹本油脂�○木村　裕

製品紹介セッション（13.30～15.20）
座　長　迫部唯行（ユニチカ）13.30～14.30

13.30― A1-11　エレクトレットフィルターのタバコ煙耐久性の向上�
� 東洋紡�○高見健人，北川義幸

13.50― A1-12　スピードスケートスーツについて�
ミズノ�○辻中克弥

14.10― A1-13　ランニング用足首サポーターの開発�
アシックス�〇森　洋人，大塚直輝，松本直子，田川武弘，西脇剛史

休憩（14.30～14.40）
座　長　筒井久美子（村田機械）14.40～15.20

14.40― A1-14　高生産性・高機能性スペーサーファブリック編地生産用ダブルニードルバーラッシェル機�
日本マイヤー�○三船宏之

15.00― A1-15　パイルメッシュシングルニット電子柄編機「M-SＥCPLMＥ」の紹介� �
福原精機製作所�○野口浩司

産業用繊維資材および不織布（15.20～16.20）
座　長　矢井田修（日本不織布協会）15.20～1６.20

15.20― A1-16　スーパー繊維のレーザーフラッシュ法による熱拡散率測定�
鉄道総合技術研究所�○上條弘貴

15.40― A1-17　ハウス栽培用明るい遮熱ネットの開発�
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�○田中俊嗣，原田　真

タイヨー化学工業�山本尚男，中村直彦
マルオカ産業�岡村和俊

16.00― A1-18　遮炎テキスタイル GULＦＥNG�
東レ�○原田　大

６/1 （金）―第１日目 会場A▶401号室
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特別講演会　（16.30～18.00）　8 階大ホール
10 歳若返る！「インターバル速歩」－ 生活習慣病・介護予防のための新しい運動処方システム－　　　　

信州大学医学系研究科・スポーツ医科学講座 NPO 法人熟年体育大学リサーチセンター　能勢　博氏

【講演概要】
ヒトの体力は 20 歳代をピークとし，それ以降 10 歳加齢するごとに 5-10% ずつ低下する．そして，体力が

20 歳代の 30% 以下にまで低下すると要介護状態となる．一方，この体力低下に比例して高血圧，高血糖，肥
満などの生活習慣病が発症するのは興味深い．事実，加齢による体力低下と医療費の上昇は非常に良く相関
する．

そこで，我々は，インターネットを用いた遠隔型個別運動システムを開発し，7,300 名の中高年者を対象に
「インターバル速歩」による体力向上が生活習慣病に与える効果を検証した．その結果，5 ヶ月のトレーニン
グによって体力が 10% 増加し，生活習慣病の症状が 20% 軽減し，慢性関節痛・うつ指標が 50% 改善し，医
療費が 20%�削減された．以上，体力維持・向上こそが生活習慣病の予防，治療に重要であることを明らかと
なった．

さらに，最近，インターバル速歩と乳製品を併用することによって，血液量の増加が促進し，熱中症予防
に効果があること，さらに，このプロトコールは，体内の慢性炎症反応を抑制し，生活習慣病の諸症状の改
善を促進することが明らかとなった．

本発表ではこのシステムの現状と将来展望についても述べる．

【講演者紹介】
信州大学特任教授（予定）
1979 年　京都府立医科大学医学部医学科・卒業
1979 年　京都府立医科大学・助手・第一生理学教室・勤務
1985 年　米国・Yale 大学医学部・John�B.�Pierce�研究所へ博士研究員として留学 .
1988 年　帰国
1993 年　京都府立医科大学・助教授昇任・第一生理学教室・勤務
1995 年　信州大学医学部附属加齢適応研究センター・スポーツ医学分野・教授
2003 年　信州大学大学院医学研究科・加齢適応医科学系（独立専攻）・
　　　　 個体機能学部門・スポーツ医科学分野・教授に配置換え
2004 年　NPO 法人熟年体育大学リサーチセンター・理事長就任
2006 年　厚生労働省「運動所要量・運動指針の策定検討会」委員就任
2012 年　信州大学大学院医学系研究科・疾患予防医科学系専攻・スポーツ医科学講座・教授
2018 年　（3 月）信州大学・定年退職
2018 年　（4 月）現職

【著書】
「いくつになっても自分で歩ける！『筋トレ』ウォーキング」（青春出版社）
「山に登る前に読む本」（講談社）
「もう山でバテないーインターバル速歩の威力－」（山と渓谷社）など。

６/1 （金）―第１日目 大ホール
8階
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ナノファイバー（9.20～12.50）
座　長　中根幸治（福井大学）9.20～10.00

9.20― B1-01　水溶液から作成された耐水性 ＥVOH/ ウレタンナノファイバーのフィルター特性�
大阪成蹊短期大学�○山下義裕

滋賀県東北部工業技術センター�三宅　肇
9.40― B1-02　ナイロンナノファイバー不織布による塩酸水溶液中の金イオン回収プロセスの検討�

名古屋大学�○向井康人，田辺智亮
座　長　向井康人（名古屋大学）10.00～10.40

10.00― B1-03　希薄溶液からの結晶化を利用した高耐熱性，高熱伝導性ナノファイバーの作製と応用�
� 岡山大学�川上夏美，童銅はる香，○内田哲也

10.20― B1-04　超臨界二酸化炭素を利用した天然高分子エアロゲルの調製�
京都工芸繊維大学�〇上枝翔馬，岡久陽子，小谷英治，奥林里子

休憩（10.40～10.50）
座　長　保田和則（愛媛大学）10.50～11.30

10.50― B1-05　改良型炭酸ガスレーザー超音速延伸法で作製したナノファイバー�
� 山梨大学�○鈴木章泰，小林祐太

11.10― B1-06　エアギャップ紡糸法を用いた有機 - 無機ハイブリッドチューブの形成及び構造制御�
福井大学�○長川拓馬，中根幸治

座　長　山下義裕（大阪成蹊短期大学）11.30～12.50
11.30― B1-07　高分子を含有するセルロースナノファイバー分散流体の単純せん断流れ中におけるファイバーの配向状態�

愛媛大学�○上野颯也，保田和則
11.50― B1-08　マイクロ湿式紡糸プロセスによる繊維物性に与える操作因子（仮）�

岡山大学�○小野　努，渡邊貴一
12.10― B1-09　【セッション基調講演】�

　　　��ナノファイバー不織布を用いたリチウムイオン電池セパレータと ＥDLC の高性能化
� 信州大学�○金　翼水

繊維機械の科学と工学（13.30～16.20）
座　長　本田元志（京都市産業技術研究所）13.30～14.30

13.30― B1-11　VORTＥX 紡績における構成繊維本数と糸物性値との関係について�
村田機械�○小林洋介，太田成利

13.50― B1-12　糸の曲げ剛性とニット布の KＥS 測定および官能試験結果との関連�
村田機械�○窪田勇一，八木宏幸，筒井久美子

14.10― B1-13　合繊巻取機における静電気放電問題と対策について�
TMT マシナリー�○米倉踏青

休憩（14.30～14.40）
座　長　保田和則（愛媛大学）14.40～15.40

14.40― B1-14　延伸仮撚機用エアースプライサーの性能向上について�
TMT マシナリー�○林　靖史

15.00― B1-15　スリット型インターレーサの最適設計について�
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
15.20― B1-16　WJL のノズル内部の流体数値解析（仮）�

津田駒工業�○発表者未定
座　長　喜成年泰（金沢大学）15.40～1６.20

15.40― B1-17　等価組織を除外した織物組織図の数え上げ - たて糸本数とよこ糸本数とが異なる素数の場合 -�
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�○松浦　勇

16.00― B1-18　ニューラルネットワークを用いた有杼織機の杼打ち順予測�
京都市産業技術研究所�○本田元志，岩崎健太，廣澤　覚，早水　督

京都工芸繊維大学�北口紗織，佐藤哲也

６/1 （金）―第１日目 会場B▶403号室
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６/1 （金）―第１日目 会場C▶404号室

スマートテキスタイル（9.20～12.30）
座　長　堀　照夫（福井大学）9.20～10.20

9.20― C1-01　エレクトロスピニング法で作製した非晶性ポリマサブミクロンファイバの逆圧電特性と光導波特性�
京都工芸繊維大学�○石井佑弥

産総研 ＦLＥC�延島大樹
北陸先端大�酒井平祐

産総研 ＦLＥC�植村　聖
9.40― C1-02　�RＦID と導電糸を用いた水分検知センサ�

大阪市立大学�○須賀広介，吉本佳世，高橋秀也
住江織物�宮村佳成

10.00― C1-03　��カーボンナノチューブ（CNT）紡績糸とポリエチレンテレフタレート（PＥT）糸からなる複合撚線
型ソフトアクチュエータの開発

岡山大学�○吉山貴之，井上寛隆
東京工業大学�齋藤慶考

岡山大学�羽田真毅
東京工業大学�宝田　亘，松本英俊

信州大学�鶴岡秀志
岡山大学�林　靖彦

座　長　桑原教彰（京都工芸繊維大学）10.20～11.30
10.20― C1-04　ウェアラブル筋電計測布を用いた日常環境における周期性四肢運動検出の検討�

京都大学�◯江口佳那
京都大学医学部附属病院�南部雅幸

帝人フロンティア�上島一夫
京都大学医学部附属病院�黒田知宏

休憩（10.40～10.50）
10.50― C1-05　【セッション基調講演】�

　　　 西陣織技術を活用した救急用 12 誘導心電計測布『テクノセンサー ＥR』の開発�
京都大学医学部附属病院�○黒田知宏

�帝人フロンティア�上島一夫
三匠�平野喜久夫，杉村和重，足立　敏

座　長　高橋秀也（大阪市立大学）11.30～12.30
11.30― C1-07　布帛上への電気回路作製に向けて�

福井県工業技術センター�○辻　尭宏，増田敦士，帰山千尋
セーレン�塩見秀数，竹内智也

11.50― C1-08　深層学習により抽出された特徴量を用いた就寝時の寝返り判定の一検討�
京都工芸繊維大学�○村上将吾，和田健吾，桑原教彰

12.10― C1-09　スマートテキスタイル用 SMA�編地の基礎特性解析�
金沢大学�○樋口雄亮

石川県工業試験場�中島明哉
金沢大学�若子倫菜，喜成年泰

テキスタイル・アパレルの科学と工学（13.30～16.20）
座　長　末弘由佳理（武庫川女子大学）13.30～14.30

13.30― C1-11　視感，物性評価によるエイジングデニムの特徴分析�
京都工芸繊維大学�○出口裕樹，鋤柄佐千子

13.50― C1-12　オーストラリアにおける高島ちぢみの触感評価と好み�
京都工芸繊維大学�○田村咲紀

滋賀大学�與倉弘子
京都工芸繊維大学�鋤柄佐千子

14.10― C1-13　自動車内装材料の風合いの客観評価�
神戸大学�○秦　尭史，井上真理

休憩（14.30～14.40）
座　長　井上真理（神戸大学）14.40～15.40

14.40― C1-14　The�movement�of�finger�on�fabric�surface�and�its�effect�to�the�tactile　sensation�
京都工芸繊維大学�○ Diandian�SI，Narantogtokh�DAVAAJAV，Chendi�TU，Sachiko�SUKIGARA

15.00― C1-15　非月経期にみられるおりものシートの摩擦現象再現試験�
小林製薬�○氏家彩奈，氏原由博，中川　文，福江昌幸

金城学院大学�成瀬正春，内田有紀，奥村典子
信州大学　金井博幸

15.20― C1-16　様々な曲面と平面からなる手袋の印象評価�
京都工芸繊維大学�○鶴田�遼，鋤柄佐千子

座　長　朱春紅（信州大学）15.40～1６.20
15.40― C1-17　回転なぞりによる布の摩擦特性とその評価パラメータ�

金沢大学�○京田拓巳，米田慎之介，若子倫菜，立矢　宏，喜成年泰
16.00― C1-18　酸化チタン系光触媒加工ポリエステル布の肌着への応用（2）�

新潟大学�○中村和吉，牧　夏子，宮原千恵
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６/1 （金）―第１日目 会場D▶405号室

バーチャルテキスタイル（9.20～11.50）
座　長　横山敦士（京都工芸繊維大学）9.20～10.40

9.20― D1-01　ブラジャーカップ設計支援のための型紙形状からのカップ形状予測�
大阪大学�○白井恭介，若松栄史，森永英二，荒井栄司

9.40― D1-02　結束力予測のための帯状紐の結び目のモデリング�
大阪大学�○家村駿一，若松栄史，森永英二，荒井栄司

10.00― D1-03　編目の力学的特性を考慮した曲面表現に基づく平編地のカーリング現象の予測�
大阪大学�○若松栄史

住友電気工業�乾　陽亮
大阪大学�森永英二，荒井栄司

10.20― D1-04　布地素材の横ひずみによる変形形状差異の解析�
立命館大学�○松野孝博，平井慎一

休憩（10.40～10.50）
座　長　若松栄史（大阪大学）10.50～11.50

10.50― D1-05　平織り構造のマルチスケール解析のためのユニットセル設定法について�
京都工芸繊維大学�〇宮木　光，佐久間淳

11.10― D1-06　競泳用水着の着用時変形挙動を予測する簡易解析手法�
アシックス�○野々川舞，角奈那子，西脇剛史

11.30― D1-07　繊維構造の多軸荷重下における大変形構造解析法�
京都工芸繊維大学�○横山敦士，北畑侑樹

繊維強化複合材料（11.50～16.00）
座　長　中西康雅（三重大学）11.50～12.30

11.50― D1-08　薄層プリプレグを用いた連続繊維強化熱可塑性 CＦRP の力学特性�
福井大学�○山根正睦，豊田桂司，植松英之，田上秀一

12.10― D1-09　ＦRP 製水素蓄圧容器のヘリカル／フープ層が力学的挙動に及ぼす影響�
大阪大学�○内田茉里，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生

座　長　倉敷哲生（大阪大学）13.30～14.30
13.30― D1-11　熱可塑性ＣＦＲＰの超音波を利用した二次加工と色彩付与�

兵庫県立工業技術センター�○藤田浩行
宮田布帛�宮田泰次
藤邦織物�藤井国男

13.50― D1-12　熱可塑性樹脂を用いたテキスタイルコンポジットのための混繊糸の開発�
カジレーネ�○本近俊裕，高木光朗

14.10― D1-13　Non�Crimp�Ｆabric�複合材料の編構造条件が力学的特性に及ぼす影響�
北陸ファイバーグラス�○川原辰徳，北村雅之

京都工芸繊維大学�大谷章夫
岐阜大学�仲井朝美

休憩（14.30～14.40）
座　長　植松英之（福井大学）14.40～1６.00

14.40― D1-14　有機繊維強化複合材料の損傷進展挙動ならびに振動減衰に関する研究�
大阪大学�○倉田星哉，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生

三重大学�中西康雅
クラレ�楠戸一正，片山　隆

15.00― D1-15　粒子法に基づく繊維強化複合材料の射出成形解析による局所流動評価�
大阪大学�○加藤紘基，倉敷哲生，向山和孝，花木宏修，李�興盛，光藤健太，宮坂史和

15.20― D1-16　��Ｅffect�of�molding�temperature�on�mechanical�properties�of�pultruded�carbon�fiber�reinforced�
polymer�composite

岐阜大学�○ウォンシーラクサー　パチャラット，仲井朝美
15.40― D1-17　炭素繊維強化複合材料の成形時におけるリンクル発生評価�

大阪大学�○中居知大，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生，座古　勝
新明和工業�西村太一，虎尾禎己
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ポスター会場
8階

ポスターセッション　学術研究発表コーナー　18.10～19.10
P1-01　ランニング用足首サポーターの開発�

アシックス�○森　洋人，大塚直輝，松本直子，田川武弘，西脇剛史
P1-02　ナノファイバー不織布の圧縮復元特性の評価�

京都工芸繊維大学�○片野沙耶，倉橋克彦，井野晴洋
P1-03　2 色の異なる糸からなる擬紗織物の色彩変化�

京都工芸繊維大学�○高澤　梓，鋤柄佐千子
P1-04　柔軟な被覆綿状材の伝熱特性の非接触評価�

京都工芸繊維大学�○金子宏樹，佐久間淳
林キルティング�林　千尋

P1-05　タオルの洗濯回数によって変化する弾性挙動の押込試験による定量分析�
京都工芸繊維大学�○永井明日香，佐久間淳

おぼろタオル�森田　壮
P1-06　エアギャップ紡糸法を用いた有機 - 無機ハイブリッドチューブの形成及び構造制御�

福井大学�○長川拓馬，中根幸治
P1-07　炭素繊維織物のせん断変形特性に関する研究�

福井大学�○高橋宏和，中根幸治
福井県工業技術センター�岩下美和，川邊和正

P1-08　編み構造が通気抵抗及ばす影響�
京都工芸繊維大学�○ Dovdondorj�Ｅnkhchimeg，鋤柄佐千子

P1-09　仮撚加工機におけるサージングと糸張力の関係について�
福井工業高等専門学校�◯林田剛一，金田直人

P1-10　ディスクフリクション仮撚加工機におけるディスク枚数と撚形態の関係�
福井工業高等専門学校�◯佐々遼介，金田直人

P1-11　ベットマットレス材の表面意匠による接触挙動のデザインの為の数値解析法�
京都工芸繊維大学�○木村　一，佐久間淳

西川産業�志村洋二，川阪明彦，古川雅嗣
P1-12　可視光吸収光増感剤を利用した (+)- カテキンの酸化で生成する染料による毛髪の染色�

京都工芸繊維大学�○内田晶子，安永秀計
P1-13　回転なぞりによる布の摩擦特性とその評価パラメータ�

金沢大学�○京田拓巳，米田慎之介，若子倫菜，立矢　宏，喜成年泰
P1-14　スマートテキスタイル用 SMA�編地の基礎特性解析�

金沢大学�○樋口雄亮
石川県工業試験場�中島明哉

金沢大学�若子倫菜，喜成年泰
P1-15　ガイドに接触走行する合成繊維糸の物性�

金沢大学�○中田登志輝，山崎友輔，喜成年泰
TMT マシナリー�加賀田翔

P1-16　有機繊維強化複合材料の損傷進展挙動ならびに振動減衰に関する研究�
大阪大学�○倉田星哉，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生

三重大学�中西康雅
クラレ�楠戸一正，片山　隆

P1-17　ＦRP 製水素蓄圧容器のヘリカル／フープ層が力学的挙動に及ぼす影響�
大阪大学�○内田茉里，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生

P1-18　炭素繊維強化複合材料の成形時におけるリンクル発生評価�
大阪大学�○中居知大，李　興盛，向山和孝，花木宏修，倉敷哲生，座古　勝

新明和工業�西村太一，虎尾禎己
P1-19　テキスタイル構造糸の機械的特性の移動接触子によるセンシング�

京都工芸繊維大学�○藤田祥平，佐久間淳
P1-20　竹繊維粉と廃棄 PP を用いた射出成形リサイクル品の物性評価�

関東学院大学�○黒羽美沙，○白石明日香，武田克彦，香西博明，佐野慶一郎
P1-21　高分子を含有するセルロースナノファイバー分散流体の単純せん断流れ中におけるファイバーの配向状態�

愛媛大学�○上野颯也，保田和則
P1-22　オーストラリアにおける高島ちぢみの触感評価と好み�

京都工芸繊維大学�○田村咲紀
滋賀大学�與倉弘子

京都工芸繊維大学�鋤柄佐千子
P1-23　コラーゲン人工皮膚を用いたヒト皮膚中のコラーゲンや DNA に及ぼす紫外線ダメージに関する評価研究�

島根大学�○高橋哲也，鶴永陽子
日本コルマー�西浦英樹

島根県産業技術センター�吉野勝美
P1-24　綿繊維からのエタノール製造における簡易システムの開発 .�

兵庫県立工業技術センター�○中野恵之，佐伯　靖，東山幸央，藤田浩行
P1-25　綿布の反応分散染料を用いた超臨界流体染色条件の探索�

福井大学�○廣垣和正，小泉佳子，田畑　功，堀　照夫
ダミエッタ大学�Ｆathy�Ｅl-Taweel，Tarek�Abou�Ｅlmaaty

P1-26　粒子法に基づく繊維強化複合材料の射出成形解析による局所流動評価�
大阪大学�○加藤紘基，倉敷哲生，向山和孝，花木宏修，李　興盛，光藤健太，宮坂史和

６/1 （金）―第１日目
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8

ポスター会場
8階

ポスターセッション　製品紹介コーナー　18.10～19.10
P2-01　パイルメッシュシングルニット電子柄編機「M-SＥCPLMＥ」の紹介�

福原精機製作所�○野口浩司
P2-02　カーボンナノチューブ紡績糸の用途提案�

村田機械�○竝川哲也，○西本昇平
P2-03　次世代新型 ＦDY 設備　iBox-MANTA�

TMT マシナリー�○橋本欣三
P2-04　地域連携による純日本製アパレル製品のブランディングと情報発信� �

豊中メゾンの会，アトリエ�アイ�○大喜多弘隆
P2-05　3D プリンター用感温性フィラメントのご紹介�

ユニチカ�迫部唯行，○中谷雄俊
P2-06　電子線加工による温度応答繊維の創製�

倉敷紡績�○森島英暢，有馬慎之介，杉山　稔
P2-07　KＥS 風合い試験機�

カトーテック�○黄楚
P2-08　高生産性・高機能性スペーサーファブリック編地生産用ダブルニードルバーラッシェル機�

日本マイヤー�○三船宏之
P2-09　多層 CNT を繊維表面に固定した導電性繊維を用いた面状発熱体�

クラレ�○山口俊朗
P2-10　スピードスケートスーツについて�

ミズノ�○辻中克弥
P2-11　ホールガーメント編成技術について�

島精機製作所�○築野　彰
P2-12　「COCOMI®」について�

東洋紡 STC�○御家隆昌
P2-13　ISO17299�part5 に基づいた消臭加工商材の開発�

住江織物�○宮村佳成，下村行徳
P2-14　有害イオン吸着シート「コスモフレッシュ NANO®」�

東洋紡�○下田宏治
呉羽テック�西岡国夫

P2-15　人の感覚を数値化する�
テック技販�○和田　潤

P2-16　帝人の安心・安全素材（アラミド繊維，Ｅndumax®）のご紹介�
帝人�○尾崎大介

６/1 （金）―第１日目
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染色・機能加工（9.40～14.30）
座　長　上坂貴宏（京都市産業技術研究所）9.40～10.20

9.40― A2-01　黒染め染織品の保存処置法の開発�
京都工芸繊維大学�○大石莉佳子
京都服飾文化研究財団�佐藤　萌

京都工芸繊維大学�奥林里子
10.00― A2-02　難染色性繊維の電子線グラフト重合による可染化�

京都工芸繊維大学�○川口崇斗，Ma�Jaehyuk，奥林里子
座　長　安永秀計（京都工芸繊維大学）10.20～11.00

10.20― A2-03　還元糖の酸化物を利用した羊毛の着色�
大阪産業技術研究所�○大江　猛，吉村由利香

10.40― A2-04　羊毛の酸性染料染色におよぼす染着座席微環境変化の影響�
和洋女子大学�○桑原里実
椙山女学園大学�上甲恭平

休憩（11.00～11.10）
座　長　松原孝典（産業技術短期大学）11.10～11.50

11.10― A2-05　電子線加工による温度応答繊維の創製�
倉敷紡績�○森島英暢，有馬慎之介，杉山　稔

11.30― A2-06　可視光吸収光増感剤を利用した（+）- カテキンの酸化で生成する染料による毛髪の染色�
京都工芸繊維大学�○内田晶子，安永秀計

座　長　廣垣和正（福井大学）11.50～12.30
11.50― A2-07　イオンビーム照射による高分子フィルムの DLC 化�

京都工芸繊維大学�○石元宏樹，長町信治，奥林里子
12.10― A2-08　超臨界二酸化炭素を用いた繊維への機能性高分子材料の注入�

京都工芸繊維大学�○重野能経，奥林里子
座　長　奥林里子（京都工芸繊維大学）13.30～14.30

13.30― A2-09　緑茶由来のカテキン類と化学酸化剤をもちいた染毛法�
産業技術短期大学�〇松原孝典，伊勢直香，渡邊克樹，櫻井千寛

京都工芸繊維大学�安永秀計
13.50― A2-10　電子線グラフト重合を用いたナイロン 6 布帛の反応染料による染色性向上�

福井大学�○加藤弘樹，田畑　功，堀　照夫，廣垣和正
倉敷紡績�西川高宏，杉山　稔，森島英暢，大島邦裕，勝圓　進

14.10― A2-11　構造色による繊維材料の着色－布帛上に形成したコロイド結晶の高次構造と分光反射特性－�
福井大学�○廣垣和正，関口一嗣，田畑　功，堀　照夫

定時総会（15.50～）

学会賞贈賞式・フェロー認定式

６/2 （土）―第 2日目 会場A▶401号室
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伝統的繊維製品および匠の技（9.40～12.30）
座　長　高井由佳（大阪産業大学）9.40～11.00

9.40― B2-01　京都工芸繊維大学美術工芸資料館収蔵品における染織品の位置 - 収集状況から -�
京都工芸繊維大学美術工芸資料館染織関連資料調査会�○西村太良，佐々木良子

京都工芸繊維大学�並木誠士
10.00― B2-02　シルクの加齢臭発生抑制効果�

京都工芸繊維大学�○一田昌利，宮地　遥，谷口　慧，秋野順治
10.20― B2-03　組紐編み技術を用いた子宮頸部細胞採取器具の開発�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神戸女子大学�○森野ひとみ
神戸女子大学�平田耕造

兵庫県立工業試験センター�中野惠之
京都工芸繊維大学�山根秀樹

10.40― B2-04　角組物複合材料に関する研究�
○丸八馬岩

組紐・織紐研究所�菊池摩耶子
テクスト�多田牧子

丸八�菅原寿秀
京都工芸繊維大学�来田宣幸，桑原教彰

大阪産業大学�後藤彰彦

休憩（11.00～11.10）
座　長　井上尚子（椙山女学園大学）11.10～12.30

11.10― B2-05　組紐ディスクを用いた組紐作製による動作解析�
京都工芸繊維大学�○木村章子，多田牧子，来田宣幸

大阪産業大学�高井由佳，後藤彰彦
11.30― B2-06　織紐の作製工程に見る技の分析�

組紐・織紐研究所�高木たまき
京都工芸繊維大学�Look-In　NALINRAT，Thipkul　NATTHIDA

大阪産業大学�○真田仁美
テクスト�多田牧子

京都工芸繊維大学�来田宣幸，桑原教彰
大阪産業大学�後藤彰彦

11.50― B2-07　丸台を用いた組紐の作製者に対する指導者の眼球運動解析�
組紐・織紐研究所�吉田夕子

京都工芸繊維大学�Ming�Chonthicha，○ Meen�Jitlada
村田機械�魚住忠司
テクスト�多田牧子

京都工芸繊維大学�来田宣幸，桑原教彰
大阪産業大学�後藤彰彦

12.10― B2-08　伝統工芸の技術継承に於ける「気づき」に着目した京金網の教授手法�
金網つじ�○辻　賢一，辻　徹，伊藤羊子

大阪産業大学�高井由佳，後藤彰彦

環境対応技術（13.30～15.40）
座　長　小田涼太（三晶）13.30～14.30

13.30― B2-09　ナノファイバー不織布の圧縮復元特性の評価�
京都工芸繊維大学�○片野沙耶，倉橋克彦，井野晴洋

13.50― B2-10　セイヨウトチノミをマテリアルした配合紙の抗菌活性と消臭機能�
島根大学�○高橋哲也，鶴永陽子

元ハーンーマイトナー研究所�シュミット�ヴェルナー
島根県産業技術センター�吉野勝美

14.10― B2-11　直接合成法による水素生成電気触媒紙の開発�
京都工芸繊維大学�澤木颯太，○井野晴洋，小寺洋一

休憩（14.30～14.40）
座　長　豊田　宏（太陽工業）14.40～15.40

14.40― B2-12　多孔質土壌浄化材を利用した環境循環型資材についての有効活用�
福井大学�○福山厚子，堀　照夫，葛原正明，米沢　晋，許　章煉

15.00― B2-13　竹繊維粉と廃棄 PP を用いた射出成形リサイクル品の物性評価�
関東学院大学�黒羽美沙，白石明日香，武田克彦，香西博明，○佐野慶一郎

15.20― B2-14　塩溶液繭繰糸法生糸による布帛作製及びその物性について�
京都市産業技術研究所�○名所高一

京都工芸繊維大学�一田昌利
衣笠繊維研究所�高橋重三

６/2 （土）―第 2日目 会場B▶403号室
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６/2 （土）―第 2日目 会場C▶404号室

テキスタイル・アパレルの科学と工学（9.40～14.30）
座　長　木村裕和（信州大学）9.40～11.00

9.40― C2-01　カイコの糸作りに関する総合考察：強制紡糸の失敗の深層�
群馬大学�○河原　豊

10.00― C2-02　液体恒温槽を用いた高速溶融紡糸法による生分解性 PHBH 繊維の製造�
東京工業大学�○宮尾友貴，宝田　亘，鞠谷雄士

10.20― C2-03　各製造条件におけるメルトブローン不織布の構造分布解析�
信州大学�○金　慶孝，�石井雄二郎，�石川達也，�大越　豊

10.40― C2-04　高曲率コーナ構造物を適した連続繊維強化 ＦRP の強化基布の開発�
信州大学�○鮑　力民

秋田県立大学�鈴木健太良，施　健

休憩（11.00～11.10）
座　長　鮑力民（信州大学）11.10～12.30

11.10― C2-05　中空構造織物複合材料の圧縮性に及ぼす構造サイズの影響�
信州大学�○朱　春紅，林　香澄，森川英明，坂口明男，倪　慶清

11.30― C2-06　油性汚れに対する光触媒加工綿織物のセルフクリーニング特性�
信州大学�○望月愛優，朱　春紅，森川英明

11.50― C2-07　筒状編地の引張試験方法の検討�
信州大学�◯坂口明男，館農善美，森亜津紗，田中京子，木村裕和，朱　春紅，倪　慶清

12.10― C2-08　撚数や交錯角度が糸交錯時の水分移動に及ぼす影響�
信州大学�○朱　春紅，多田　遥，森川英明

座　長　山本貴則（大阪産業技術研究所）13.30～14.30
13.30― C2-09　生地のよこ伸度がスラックスの着心地及び動作拘束性に及ぼす影響�

信州大学�○大島卓仁，小河健太郎，金井博幸，西松豊典
AOKI�柴田清弘

13.50― C2-10　衣服設計のための成人女子 3 次元人体曲面形状の特徴抽出�
三重大学�○増田智恵

14.10― C2-11　人体帯電圧による作業服の静電気帯電性評価�
信州大学�○山本涼太郎，坂口明男，木村裕和

休憩（14.30～14.40）
被服心理・ファッション（14.40～15.20）

座　長　徳山孝子（神戸松蔭女子学院大学）14.40～15.20
14.40― C2-12　フェアトレード・ファッション商品に対する大学生の評価�

神戸学院大学�○辻　幸恵
15.00― C2-13　加齢による体型変化に配慮した衣服デザインの実践・評価に関する研究　第 1 報�

神戸松蔭女子学院大学�○井上裕之
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６/2 （土）―第 2日目 会場D▶405号室

繊維機械の科学と工学（10.00～12.10）
座　長　藤田浩行（兵庫県立工業技術センター）10.00～11.00

10.00― D2-02　仮撚加工機におけるサージングと糸張力の関係について�
福井工業高等専門学校�◯林田剛一，金田直人

10.20― D2-03　ディスクフリクション仮撚加工機におけるディスク枚数と撚形態の関係�
福井工業高等専門学校�◯佐々遼介，金田直人

10.40― D2-04　マルチブレイダーによる分岐構造の試作�
金沢大学�○末廣沢瑠，河合研人，喜成年泰

谷口製紐�谷口道夫

休憩（11.00～11.10）
座　長　金田直人（福井工業高等専門学校）11.10～12.10

11.10― D2-05　ガイドに接触走行する合成繊維糸の物性�
金沢大学�○中田登志輝，山崎友輔，喜成年泰

TMT マシナリー�加賀田翔
11.30― D2-06　円管急縮小部を通過する非ニュートン流体の流動�

愛媛大学�○保田和則，山根映介
11.50― D2-07　高分子溶液の伸長流れにおけるスタートアップ時のフォースバランス�

奈良工業高等専門学校�○小柴　孝
大阪電気通信大学�山本剛宏

委 員 長   勝圓　　進（倉敷紡績）
副委員長   小田　涼太（三晶）� 　　　　　　　　　　田上　秀一（福井大学）�　　　　　藤田　浩行（兵庫県立工業技術センター）
実行委員   井上　真理（神戸大学）� 　　　　　　　　　　上坂　貴宏（京都市産業技術研究所）�　　植松　英之（福井大学）

　　　　  内丸もと子（M.U.PLANNIG）� 　　榎本　雅穂（京都女子大学）� 　　太田　成利（村田機械）
　　　　  岡田　倫子（滋賀県東北部工業技術センター）� 　　岡本　陽子（神戸女子大学）� 　　奥林　里子（京都工芸繊維大学）�
　　　　  小野　　努（岡山大学）� 　　　　　　　　　　金井　博幸（信州大学）�　　　　　　　　　　河原　喜久（帝人フロンティア）�
　　　　  喜成　年泰（金沢大学）� 　　　　　　　　　　金　翼　水（信州大学）�　　　　　　　　　　桑原　里実（和洋女子大学）�
　　　　  倉敷　哲生（大阪大学）� 　　　　　　　　　　迫部　唯行（ユニチカ）�　　　　　　　　　　柴田　和明（シバタテクノテキス）�
　　　　  朱　春　紅（信州大学）� 　　　　　　　　　　末弘由佳理（武庫川女子大学）� 　　須山　浩史（東レ）� 　　　　　
　　　　  高井　由佳（大阪産業大学）� 　　髙橋　秀也（大阪市立大学）� 　　武内　俊次（京都工芸繊維大学）�
　　　　  辻　　　創（カケンテストセンター）� 　　筒井久美子（村田機械）�　　　　　　　　　　解野　誠司（和歌山県工業技術センター）�
　　　　  徳山　孝子（神戸松蔭女子学院大学）� 　　豊田　　宏（太陽工業）��　　　　　　　　　　仲井　朝美（岐阜大学）�　　　　　
　　　　  中西　康雅（三重大学）� 　　　　　　　　　　中根　幸治（福井大学）�　　　　　　　　　　西脇　剛史（アシックス）�
　　　　  橋本　欣三（TMT マシナリー）� 　　馬場武一郎（日本毛織）�　　　　　　　　　　廣垣　和正（福井大学）�　　　　　
　　　　  堀　　照夫（福井大学）� 　　　　　　　　　　増田　敦士（福井県工業技術センター）� 　　松岡　敏生（三重県工業研究所）�
　　　　  松原　孝典（産業技術短期大学）� 　　向井　康人（名古屋大学）� 　　矢井田　　修（日本不織布協会）
　　　　  保田　和則（愛媛大学）� 　　　　　　　　　　安永　秀計（京都工芸繊維大学）� 　　山下　義裕（大阪成蹊短期大学）�
　　　　  山田　茂生（津田駒工業）� 　山本　貴則（大阪産業技術研究所）� 　　與倉　弘子（滋賀大学）�　
　　　　  横山　敦士（京都工芸繊維大学）� 　　若松　栄史（大阪大学）�

 第 71 回年次大会実行委員会
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第 46 回繊維工学研究討論会（国際シンポジウム）研究発表募集   
THE 46th TEXTILE RESEARCH SYMPOSIUM AT Mt.Fuji　

繊維工学研究討論会（国際シンポジウム）は， 国内外の繊維工学研究者や技術者間の，繊維工学研究討論や情報交
流をはかるために 1972 年に始まり，Mt.Fuji Conference の愛称で親しまれ，本年で 46 回目を迎えます．会議は英語
使用を原則とし，口頭発表およびポスター発表が行われます．例年，国内外から 60 ～ 100 名が集い，30 ～ 40 論文
が討論され，特に若い研究者が著名な海外からの研究者と親しく話せる国際学術交流の場になっています．皆様の積
極的なご参加をお待ちしております．
期　日 　平成 30年 9月 3日（月）～ 5日（水）
内　容 　予定

　　　　9 月 3 日（月）登録，昼食，研究発表，討論，Welcome Party
　　　　9 月 4 日（火）研究発表，討論，ポスター発表，Beer Party
　　　　9 月 5 日（水）研究発表，討論（午前のみの予定），討論会終了後国際交流会（予定）
会　場 　帝人アカデミー富士（旧富士教育研修所）（静岡県裾野市下和田 656）

　　　　  JR 三島駅より，タクシーご利用の場合，駅北口より約 30 分．バスご利用の場合，駅南口より須山行または
遊園地ぐりんぱ行約 45 分「帝人アカデミー富士前」下車．

発表募集セッション 　
　 1 ．繊維科学と技術　　　　　　　　　　　　　 7 ．アパレルの科学と製造技術
　 2 ．糸及び布の製造技術　　　　　　　　　　　 8 ．デザイン
　 3 ．染色・加工　　　　　　　　　　　　　　　 9 ．環境・サステナブル
　 4 ．ナノファイバーとスマートテキスタイル　　10．風合いと感性評価
　 5 ．複合材料と工業用テキスタイル　　　　　　11．繊維とロボティクス
　 6 ．テキスタイルの設計と性能
参加費 　

　シンポジウム全日程参加（税別，アブストラクト集代を含む）
　会員 25,000 円，非会員 33,000 円，テキスタイル科学研究会メンバー 22,000 円，学生 10,000 円
　Welcome Party，Beer Party，Coffee break は無料．
　国際交流会（予定）：参加無料，宿泊が伴う場合有料．
宿泊食事費 　帝人アカデミー富士：2 名 1 室で 3 食含め 1 泊 1 名：10,000 円，シングルユースの場合 3,000 円追加．

　　　　　　※宿泊部屋数に限りがありますので，ご希望に添えない場合がございます．あらかじめご了承下さい．
　　　　　　　近辺のホテル：ルートイン裾野インター（静岡県裾野市御宿字幕間 1532-1），車で約 8 分．
発表申込 　発表申込みサイト（https://tmsj-orjp.sslwww.jp/entry.php）よりお申し込みください．
発表申込締切 　平成 30 年 4 月 20 日（金）
要　旨 　Extended Abstract 集を発行します．

　　　　サイズ：A4，1 ページ
　　　　締　切：平成 30 年 7 月 20 日（金）
　　　　発行日：平成 30 年 8 月 27 日（月）
　　　　  Extended Abstract 集は，紙媒体（冊子，カラー印刷）とダウンロード方式（期間限定）による配布を行い

ます．詳細は学会 HP に掲載の要旨（Extended abstract) 見本をご参照下さい．
参加申込 　平成 30 年 7 月 31 日（火）までにお申込みください．

　　　　　参加申込みサイト（http://tmsj.or.jp/TRS_46th.php?lang=JP）よりお申し込みください．
その他 　（1）口頭発表 1 件につき，発表時間 30 分（発表 15 分，質疑応答 15 分）を予定しています．

　　　　（2）ポスターは A1 サイズにて作成してください．
問合先 　日本繊維機械学会　TEL.06-6443-4691，FAX.06-6443-4694，E-mail： info@tmsj.or.jp

実 行 委 員 長   井上　真理（神戸大学）
実 行 委 員   金井　博幸（信州大学）　　　　　　 鋤柄佐千子（京都工芸繊維大学）　　 田上　秀一（福井大学）
　　　　　   安永　秀計（京都工芸繊維大学）　　 山下　義裕（大阪成蹊短期大学）　　 與倉　弘子（滋賀大学）
アドバイザー   松平　光男（元金沢大学，カトーテック）

 第 46 回繊維工学研究討論会実行委員会
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「テキスタイルカレッジ」のご案内  
■「テキスタイルカレッジ」について

本学会は平成 8 年度から「テキスタイルカレッジ」を開講し，人材の育成に努めてまいりました．それから約 20
年が過ぎ，繊維や繊維機械に関する学術・技術は大きく発展する一方，繊維産業を取り巻く環境も大きな変貌を遂
げてきました．
このような背景を鑑み，「テキスタイルカレッジ」の内容を昨年に見直しました．これまでの「テキスタイルカ
レッジ」で企図した“繊維・繊維機械産業を担う人材の育成”という目標を継承しつつ，最新の知識・技術を射程
に捉えられる基礎的な知識について，より体系的・系統的に学習できる講座です．

■「テキスタイルカレッジ」の対象と内容
本講座は，繊維の基礎的な知識を体系的に学ぼうとする職業人や学生を対象としています．特に，繊維関連業務に
就いて間もない方や，基礎的知識について改めて学びなおしたい方，また繊維関連企業への就職を考えている方を
対象としています．
そこで，2 日間で繊維と布づくりの概要について学習できる「入門」，「糸」「布」「製品」それぞれの工程の基礎に
ついて学べる「専門講座」を設けました．
一方で，繊維関連業務に従事しながら，さらにその知識を深めたいと考えている方もいらっしゃると思います．そ
のような既に実務に就いている職業人には「実用」講座を設けるなど，受講者の希望に応じた種々の内容を準備い
たしました．
企業など各機関の計画的な人材育成，繊維および繊維機械に関する基礎的知識の習得・再確認のために，「テキス
タイルカレッジ」をご利用下さい．

「テキスタイルカレッジ」開講計画
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テキスタイルカレッジ 

2 日で学ぶせんいと布づくり  
テキスタイルカレッジシリーズの入門編として，繊維工学を系統的に学ぶ機会の少なかった新入社員の方，新しく

繊維業務に携わられる方などを対象に，2 日間でせんいと布づくりの大まかな流れ・基本的用語等を理解できるよう
に企画しました．
企業や大学で既に繊維業務に携わっておられる方にとっては , 繊維と繊維製品の製造，性能，用途について再認識

していただく場になればと思います．関係各位，多数の方々のご参加をお待ちしています．
期　日 　平成 30 年 5 月 21 日（月），22 日（火）
会　場 　大阪科学技術センター（大阪市西区靱本町 1-8-4，地下鉄四つ橋線「本町」下車，28 号出口北へ徒歩 5分）
内　容 　予定

1 日目【5月 21 日（月）】
　（ 1）テキスタイル概論（9.30～10.40）
　　　　  京都工芸繊維大学　繊維学系　教授　鋤柄佐千子
　（ 2）繊維の材料（天然繊維と化学繊維の種類，構造と性質）（10.50～12.20）
　　　　  京都工芸繊維大学　繊維学系　教授　山根　秀樹
　（ 3）糸（13.20～14.30）
　　　　  ㈱豊田自動織機　繊維機械事業部　技術部　紡機技術室　第 1G　尾関　正道
　（ 4）織物（14.40～15.50）
　　　　  金沢大学　理工研究域機械工学系　教授　喜成　年泰
　（ 5）編物（16.00～17.10）
　　　　  福井県工業技術センター　繊維研究グループ　柳生　智章
　（ 6）環境（17.20～18.30）
　　　　  繊維リサイクル技術研究会委員長，京都工芸繊維大学名誉教授　木村　照夫

2 日目【5月 22 日（火）】
　（ 7）不織布（10.00～11.30）
　　　　  日本繊維機械学会フェロー，日本不織布協会顧問　矢井田　修
　（ 8）染色加工（12.30～14.00）
　　　　  元鐘紡，改森技術士事務所　改森　道信
　（ 9）アパレル（14.10～15.20）
　　　　  ㈱レフトバンク　取締役　岡　　卓之
　（10）産業資材（15.30～16.40）
　　　　  クラレ西条㈱　ベクトラン生産技術部　課長　小林　利章
　（11）修了証贈呈式（16.40～16.45）
協　賛 　大阪染色協会，関西ファッション連合
定　員 　50 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 　会員 25,000 円，協賛学協会員 25,000 円，非会員 33,000 円，学生会員 5,000 円，学生非会員 7,000 円（税別）
申　込 　  「 テキスタイルカレッジ 2 日で学ぶせんいと布づくり」と明記し，①氏名，②所属，③連絡先（所在地，電

話番号，FAX 番号，E-mail アドレス），④会員種別，⑤交流会（無料）への参加有無を記入の上，FAX ま
たは E-mail にて下記宛お申し込み下さい．学会HPよりWEB申込みができます．

申込先 　日本繊維機械学会
　　　　〒 550-0004 大阪市西区靱本町 1-8-4，大阪科学技術センタービル
　　　　TEL. 06-6443-4691，FAX. 06-6443-4694，E-mail:info@tmsj.or.jp
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テキスタイルカレッジ 

「天然繊維の糸づくり」  
紡績分野に携わっておられる方々のみならず,織編,染色加工,アパレル等の分野で,糸に関する知識を得たいと思っ

ておられる方々には最適のカレッジです .
多数の方々のご参加をお待ちします .
期　日 　平成 30 年 6 月 29 日（金）10.00～16.55
会　場 　大阪科学技術センター（大阪市西区靱本町 1-8-4，地下鉄四つ橋線「本町」下車，28 号出口北へ徒歩 5分）
内　容 　
10.00～11.30
（1）天然繊維概論（人間と繊維，衣料用天然繊維の特徴，性能と主な用途など）

  滋賀大学　教育学部　教授　與倉　弘子
12.30～14.30
（2）糸づくり概論 ( 紡績糸の製造工程，糸の種類，構造，番手，撚り）

  岐阜大学名誉教授，日本繊維機械学会フェロー　岡村　政明
14.45～15.45
（3）紡績糸の製法（打綿～巻き取り）

  ㈱豊田自動織機　繊維機械事業部　技術部　紡機技術室　第 1G　安藤　友亮
15.55～16.55
（4）紡績工程における品質欠点と最終製品への影響

  村田機械㈱ 繊維機械事業部，日本繊維機械学会フェロー　松本　龍守
協　賛 　大阪染色協会，関西ファッション連合
定　員 　30 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 　 会員 15,000 円，協賛学協会員 15,000 円，非会員 23,000 円，学生会員 3,000 円，学生非会員 5,000 円（税別）
申　込 　  「テキスタイルカレッジ天然繊維の糸づくり」と明記し，①氏名，②所属，③連絡先（所在地，電話番号，

FAX 番号，E-mail アドレス），④会員種別を記入の上，FAX または E-mail にて下記宛お申し込み下さい．
学会 HPよりWEB申込みができます．

申込先 　日本繊維機械学会スマートテキスタイル研究会係
　　　　〒 550-0004 大阪市西区靱本町 1-8-4，大阪科学技術センタービル
　　　　TEL. 06-6443-4691，FAX. 06-6443-4694，E-mail：info@tmsj.or.jp

委 員 長   中西　康雅（三重大学）
副委員長   倉敷　哲生（大阪大学）  　東山　幸央 （兵庫県立工業技術センター） 　松﨑　　健（ミズノ） 
企画委員   青谷実知代 （神戸松蔭女子学院大学） 　稲富伸一郎（東洋紡） 　　　　　内丸もと子（M.U.PLANNIG） 
　　　　  岡田　英基（東レ）  　小川　敦久（クラレ） 　　　　　奥野　智朗（住江織物）  
　　　　  奥林　里子（京都工芸繊維大学）　   勝間田晋治 （ボーケン品質評価機構） 　黄　　　楚（カトーテック） 
　　　　  佐久間　淳（京都工芸繊維大学） 　佐藤　克成（奈良女子大学） 　滋野　治雄（帝人） 　　
　　　　  杉山　研志（TMTマシナリー） 　筒井久美子（村田機械）　　　 　中根　幸治（福井大学） 　　
　　　　  西田　裕紀（関西ファッション連合） 　野田　博丈（トヨタ紡織） 　馬場武一郎（日本毛織） 　　
　　　　  原　　　茂（豊田自動織機） 　伴場　秀樹（津田駒工業） 　廣澤　　覚（京都市産業技術研究所）
　　　　  深沢太香子（京都教育大学） 　堀場　洋輔（信州大学） 　　　　　森島　英暢（倉敷紡績） 　　
　　　　  山田　博夫（ユニチカトレーディング） 　山田由佳子（大阪教育大学） 　若松　栄史（大阪大学）
アドバイザリー   宇治　光洋（ダイセン（繊維ニュース）） 　木村　照夫（元京都工芸繊維大学） 　武内　俊次（京都工芸繊維大学） 
　　　　  中村　　信（ダイキン工業） 　藤井　明彦（繊維評価技術協議会） 　松下　義弘（京都工芸繊維大学）
　　　　  六田　克俊（高知県立紙産業技術センター）

 企画委員会
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テキスタイルカレッジ 

「化学繊維の糸づくり」  
さまざまな化学繊維の製造法について，基礎から先端技術までを平易に解説する講座を開催します．本講座では，

まず繊維の分類と各々の繊維の製造法について概要を述べた後，高分子科学的な観点からの，糸づくりの基礎・繊維
の性質の基礎についても言及します．さらに，再生繊維と合成繊維について，製造法の基礎と開発経緯，さらには，
技術的工夫による高性能・高機能化につき，古典的なものから最先端技術までを，現場技術の観点から平易に解説し
ます．

繊維の製造に関わる科学者・技術者ばかりでなく，普段さまざまな繊維を扱う方々にとっても，その製法の概要を
理解しておくことは，繊維の性質を深く理解することに繋がるため極めて重要です．多数の方々のご参加をお待ちし
ています．
期　日 　平成 30 年 7 月 20 日（金）10.00～17.50
会　場 　大阪科学技術センター（大阪市西区靱本町 1-8-4，地下鉄四つ橋線「本町」下車，28 号出口北へ徒歩 5 分）
内　容 　

（1）化学繊維概論（10.00～11.00）
  東京工業大学　物質理工学院　材料系　教授　鞠谷　雄士

　　・繊維の分類（天然繊維・化学繊維）
　　・化学繊維の分類（再生繊維・半合成繊維・合成繊維・無機繊維）
　　・化学繊維の基本的な性質と化学構造の関係（熱特性，水分特性）
　　・糸の，太さ，強さなどの表記法
　　・糸の種類（フィラメント，ステープル，撚糸）
　　・布帛構造（織・編，不織布）

（2）化学繊維の糸づくり概論（11.10～12.30）
  東京工業大学　物質理工学院　材料系　教授　鞠谷　雄士

　　・化学繊維製造工程の概要（原料から製品まで）
　　・化学繊維のつくり方（紡糸，延伸，溶融紡糸，溶液紡糸（湿式，乾式，半乾半湿式））
　　・材料の性質と製造条件の違い（ポリエステルとポリプロピレン，繊維構造形成）
　　・さまざまな化学繊維製造技術（スパンボンド，メルトブロー，フラッシュ紡糸，電界紡糸等）

（3）再生繊維の糸づくり（13.30～15.00）
  元旭化成，日本技術士センター理事　溝口　隆久

　　・湿式紡糸の基礎と開発経緯
　　・ビスコースレーヨンとキュプラの紡糸技術の違い
　　・生産工程と製法・条件
　　・生産性向上，高機能化，機能付与

（4）合成繊維の糸づくり（15.10～16.40）
  元東レ，斉藤技術士事務所代表　齋藤　磯雄

　　・溶融紡糸の基礎と開発経緯（従来法，POY-DTY，超高速溶融紡糸等）
　　・さまざまな機能性繊維の糸づくり
　　・断面形態：異形断面，中空，異収縮混繊，細 De，モノフィラメント
　　・複合化技術：芯・鞘，海島，極細繊維，導電性等，
　　・材料の改質：共重合，カチオン可染，アルカリ減量
　　・産業用繊維の製法と高性能化

（5）紡糸・延伸工程における品質欠点と最終製品への影響（16.50～17.50）
  ㈱ TMT ソリューションズ　参与　中田　賢一

　　・合成繊維（主にポリエステル長繊維）生産時の各種品質欠点と後工程への影響
　　・品質欠点の発生要因と対策
　　・生産工場での品質管理体制確立について
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協　賛 　大阪染色協会，関西ファッション連合，日本化学繊維協会
定　員 　30 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 　 会員 15,000 円，協賛学協会員 15,000 円，非会員 23,000 円，学生会員 3,000 円，学生非会員 5,000 円（税別）
申　込 　  テキスタイルカレッジ化学繊維の糸づくりと明記し，①氏名，②所属，③連絡先（所在地，電話番号，

FAX 番号，E-mail アドレス），④会員種別を記入の上，FAX または E-mail にて下記宛お申し込み下さい．
学会 HP より WEB 申込みができます．

申込先 　日本繊維機械学会
　　　　〒 550-0004　大阪市西区靱本町 1-8-4，大阪科学技術センタービル
　　　　TEL.06-6443-4691，FAX.06-6443-4694，E-mail：info@tmsj.or.jp

内外の全繊維・全加工段階のデータ・資料を収録

＜B6 判　 約 360 頁（CD-ROM付）定価（8,334 円 ＋税 666 円）送料当方負担＞

２０１８ 年版『繊維ハンドブック』
新刊

日本と世界の最新の繊維データバンクとして定評のある『繊維ハンドブック』の「2018 年版」が，このほど発刊された．
1959 年の初版から数えると，54 回目の刊行に当たり，毎回，細部にわたる見直しと増補が行われてきた．日本と主要国

の繊維原料から素材，テキスタイル，アパレル，流通，消費に至るまでの全繊維，全加工段階の最新のデータ・資料が系統
立てて収録されており，文字どおり “繊維のことなら何でも分かる”ハンドブックとなっている．
「国内統計編」「国際統計編」「資料編」の 3 部構成で，全体を通じて既刊内容との継続性に細かい配慮が払われている．

さらに，「国内統計編」「国際統計編」は Excel 形式で「資料編」は PDF 形式で，全てのデータを CD-ROM に収録して，
使いやすさの便を図っている．繊維業界に携わっている人にはもちろん，繊維を研究，あるいは繊維に関心を持っている人
にとっても活用範囲は誠に広い．

お問い合せ・お申込みは，日本化学繊維協会まで．

東　京／〒 103-0023　東京都中央区日本橋本町 3-1-11（繊維会館）
　　　　TEL（03）3241-2313　FAX（03）3246-0823
　　　　http：//www.jcfa.gr.jp

なお，日本国外からの購入申込みについては丸善雄松堂にお問合せ下さい．

Maruzen-Yushodo Co., Ltd.
Export Department
phone：81-3-4335-9316　fax：81-3-4335-9368
E-mail：export@maruzen.co.jp

2018
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テキスタイルカレッジ 

「不織布」  
不織布の概論，短繊維ならびに長繊維不織布の製法，加工法ならびに物性と用途などについて，系統的にやさしく

解説します．
シニアの方には知識の整理のため，若手の方は基礎知識の習得を目的としています．不織布についての体系的な知

識を得ようとされている方々の多数の受講をお待ちしています．
期　日 　平成 30 年 9 月 11 日（火）9.30～17.40
会　場 　大阪科学技術センター（大阪市西区靱本町 1-8-4，地下鉄四つ橋線「本町」下車，28 号出口北へ徒歩 5 分）
内　容 　予定

（1）不織布概論・短繊維不織布技術－乾式不織布（9.30～10.40）
  東レ㈱　不織布技術部　主任部員　小出　　現

　　①日本の不織布の歴史について
　　②不織布の分類・製法，使用繊維について
　　③乾式不織布の製法，特許，後加工について
　　④乾式不織布の特徴・物性と用途について

（2）短繊維不織布技術－湿式不織布（10.50～12.00）
  特種東海製紙㈱研究開発センター 市場開発部　部長　服部　　景

　　①湿式不織布の歴史，概要について
　　②湿式不織布の製法，特許，使用原料について
　　③湿式不織布の特徴・物性と用途について

（3）ナノファイバー不織布の作製と実用（13.00～14.10）
  ナノファイバー研究会委員長，大阪成蹊短期大学　山下　義裕

　　①ナノファイバーの歴史と特許について
　　②ナノファイバーの製法について（エレクトロスピニングパルプの微細化など）
　　③ナノファイバーの特徴と用途開発について

（4）長繊維不織布技術－スパンボンド（14.20～15.30）
  東洋紡㈱　生活・産業マテリアル統括部　スパンボンド事業部長　田中　茂樹

　　①スパンボンドの歴史と概要について
　　②スパンボンドの特許，製法，使用原料について
　　③スパンボンドの特徴・物性と用途について

（5）長繊維不織布技術－メルトブロー（15.40～16.50）
  高知県立紙産業技術センター　不織布課チーフ　鈴木　慎司

　　①メルトブローの歴史と概要について
　　②メルトブローの特許，製法，使用原料について
　　③メルトブローの特徴・物性と用途について

（6）不織布の物性測定について（17.00～17.40）
  神戸大学大学院　人間発達環境学研究科　教授　井上　真理

　　①織布，不織布の物性測定の歴史について
　　②不織布の性質・機能と試験方法について
　　③不織布の製品の評価方法について
協　賛 　大阪染色協会
定　員 　30 名（定員になり次第締め切らせていただきます）
参加費 　 会員 15,000 円，協賛学協会員 15,000 円，非会員 23,000 円，学生会員 3,000 円，学生非会員 5,000 円（税別）
申　込 　  「テキスタイルカレッジ不織布」と明記し，①氏名，②所属，③連絡先（所在地，電話番号，FAX 番号，

E-mail アドレス），④会員種別を記入の上，FAX または E-mail にて下記宛お申し込み下さい．学会 HP よ
り WEB 申込みができます．

申込先 　日本繊維機械学会
　　　　〒 550-0004　大阪市西区靱本町 1-8-4，大阪科学技術センタービル
　　　　TEL.06-6443-4691，FAX.06-6443-4694，E-mail：info@tmsj.or.jp
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関東支部　見学会のご案内  
関東支部では，かつて東の西陣と呼ばれた群馬県桐生地域において，伝統織物工房と繊維関連施設の見学会を企画

しています．奮ってご参加下さい．
期　日 　平成 30 年 4 月 27 日（金）13.00～
見学先 　桐生織伝統工芸士 泉　太郎氏 工房 他
集合場所 　桐生市市民文化会館前（群馬県桐生市織姫町 2-5，JR 桐生駅下車 徒歩 7 分）

　　　　　地図：http：//www.kiryu-piif.jp/
内　容 　

見学ルート
13.30 市民文化会館発 → 泉織物（見学 1 時間）→ 群馬県繊維工業試験場（見学 1 時間）
→ 桐生駅南口 16.40 → 新桐生駅 17.00
当日，泉氏から桐生織物のミニ講演が，予定されております．ご参加下さい．
場所：桐生市市民文化会館 4 階，スカイホール B，11.40～12.00
定　員 　20 名
参加費 　 無料
申込・問合せ先 　可能な限り E-mail でお願いします．

　　　　　　　河原　豊（Tel/Fax：0277-30-1491，kawahara@gunma-u.ac.jp）
　　　　　　　群馬大学 理工学部 環境創生部門
　　　　　　　〒 376-8515　桐生市天神町一丁目 5 番 1 号
その他 　申し込みの際は，参加人数，連絡先メールアドレスを必ずお知らせ願います．

北陸支部　  講演・講習会「KES による布の物理特性を測定・  
評価する方法について学ぶ」

北陸支部におきまして，KES（Kawabata Evaluation System）を使用して布の基本的な物理特性（引張，せん断，
曲げ，圧縮，表面性状）を測定・評価する方法についての講演・講習会を開催します．多数の皆様方のご参加をお待
ちしております．
期　日 　平成 30 年 5 月 10 日（木）13.30～16.45
会　場 　金沢大学角間キャンパス自然科学 3 号館 3 階 3B315 室
内　容 　  

13.30～14.30　布の物理特性を測定・評価する方法についての講演
14.30～14.45　休憩
14.45～16.45　測定機器（KES 等）を使用した実習
　　　　　　（実習室のスペースに制約があり，人数の関係から受講をお断りさせていただく場合がございます）
講　師 　松平光男（日本繊維機械学会フェロー）
共　催 　繊維学会北陸支部
参加費 　 受講料：無料，資料代 1,620 円（税込）
申込方法 　お名前・ご所属・電話番号・返信用メールアドレスを明記のうえ，下記宛申込みください．
申込先・問合先 　金沢大学 理工研究域 機械工学系　若子倫菜

　　　　　　　〒 920-1192　石川県金沢市角間町
　　　　　　　FAX：076-234-4693，E-mail：linawakako@se.kanazawa-u.ac.jp
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お知らせ　FMC5月度セミナー  
FMC（ファッション素材センター）の 5 月度セミナーは，下記により開催されます．非会員でもビジターとして

参加できます．ご関心のある方はお申込み下さい．
詳しくは  FMCのホームページ（http://www.geocities.jp/fmc_webpage/）をご参照下さい．
期　日 　平成 30 年 5 月 11 日（金）18.15～20.00
会　場 　大阪産業創造館 6F研修室AB（大阪市中央区本町 1-4-5）
内　容 　  ファッションビジネス革命前夜にどう挑むのか
「第 4 次産業革命」と言われる，全産業領域での激変が進んでいます．私たちが関わるファッションビジネス業界
でも，既存の小売り・アパレルビジネスの厳しさに加えて，デジタル技術の発展による「業界の革命前夜」ともいう
べき状況に直面しています．その中にあって，新しい取り組みや打開の方向が少しずつ見えてきているように思えま
す．業界や企業あるいは業界人がこの変化をどう捉え，どう対応すればいいのかをみなさんとご一緒に考える勉強会
となれば幸いです．
講　師 　繊研新聞社　取締役　事業局長　正木　隆章
参加費 　 ビジター会員 2,000 円．当日受付にてご納入下さい．［会員は年 11 回のセミナー（10 月は見学会）に無料で

参加できます．年会費 12,000 円でどなたでも会員になれます．］
申　込 　 「FMC5 月度セミナー」と明記し，①氏名，②住所，③電話または FAX 番号をご記入の上，5 月 4 日（金）

までにE-mail にてお申し込み下さい．
申込先 　武庫川女子大学短期大学部　生活造形学科内　FMC事務局
　　　　E-mail：fmc.office.mail@gmail.com

お知らせ　第64回公開講演会  
期　日 　平成 30 年 4 月 20 日（金）13.30～16.30
会　場 　大阪産業創造館 5F研修室 E（大阪市中央区本町 1-4-5）
内　容 　予定

（1）海と繊維
  東レ㈱　繊維加工技術部　塩谷　隆

（2）燃焼合成セラミックスを用いた繊維の抗菌化からCFRP等の廃棄リサイクルまで
  大阪産業大学教授，㈱オーエスコー代表取締役　山田　修

申込・問合先 　一般社団法人日本繊維技術士センター（JTCC）
　　　　　　TEL：06-6484-6506，FAX：06-6484-6575，E-mail:jtcc@nifty.com
その他 　詳細は日本繊維技術士センターのHP（http://www.jtcc.or.jp/）をご参照下さい．

委 員 長   上甲　恭平（椙山女学園大学）
運営委員   伊藤　　博（イトー・ピー・イー・オフィス）   今田　邦彦（今田技術士事務所）   上坂　貴宏（京都市産業技術研究所）
　　　　  上野　清隆（日阪製作所）   榎本　雅穂（京都女子大学）   岡田　倫子（滋賀県東北部工業技術センター）
　　　　  奥林　里子（京都工芸繊維大学）   越智　清一（元繊維評価技術協議会） 改森　道信（改森技術士事務所）
　　　　  金﨑　英夫（金﨑技術士事務所）   桑原　里実（和洋女子大学）   嶋田幸二郎（嶋田技術士事務所）
　　　　  解野　誠司（和歌山県工業技術センター）   長澤　則夫（元日本羊毛産業協会）   橋本　嘉顯（東洋紡カンキョーテクノ）
　　　　  廣垣　和正（福井大学）    松原　孝典（産業技術短期大学）   森本　國宏（森本技術士事務所）
　　　　  安永　秀計（京都工芸繊維大学）   吉川　雅敏（繊維評価技術協議会）

 染色加工研究委員会
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（一社）日本繊維機械学会　会費減免規程  
（目　的）

第１条　 この規程は，一般社団法人日本繊維機械学会会費規程第２条第２項に基づき，一般社団法人日本繊維機械
学会（以下「本会」という）の組織強化のために，正会員の会費年額の減免措置について定める．

（定　義）
第 2条　この規程における「従業員」の定義は，下記に定めるところによる．
　　　　「従業員」とは，正規，非正規関係なく企業・団体と直接雇用契約を結び，業務に従事する者をいう．

（年会費の減免）
第 3 条　本会の正会員の会費年額が 8,000 円であることは，会費規程第２条に明記されているが，以下のいずれか
　　　　に該当する者については，本人からの申請により下記の減免措置を受けることができる．
　　　　 1　  ゴールド割引：本会の賛助会員または維持会員の従業員が本会の正会員となるとき，あるいは本会の

正会員が賛助会員または維持会員の従業員である場合は，会費年額を 2,000 円とすることができる．
　　　　　　  但し，この減免措置を受けることのできる正会員数は，賛助会員１口につき 10 名，維持会員１口に

つき 30 名を上限とする．
　　　　 2　  シルバー割引：本会の正会員，あるいは賛助会員または維持会員の従業員で満 65 歳を越え且つ下記

の在籍年数が 5年以上ある場合には，会費年額を 2,000 円とすることができる．
　　　　　　①本会の正会員としての在籍年数
　　　　　　②賛助会員または維持会員の従業員としての在籍年数
　　　　　　③上記①，②を合算した在籍年数
　　　　 3　  ブロンズ割引：本会に正会員として初めて入会したときは，１年間の会費年額を 4,000 円とすること

ができる．
　　　　　　  但し，年度の途中において入会した場合は，会員になった初年度の会費及び翌年度の会費について適

用する．
（最低額の会費年額の適用）

第 4条　本会の正会員が前条の 2つ以上の事項に該当した場合は，その内最も低額の会費年額が適用される．
（減免の時期）

第 5条　  年度途中に第 2条の減免理由が発生した場合においても，会費規程第 3条の「前納」の原則は優先される
ものとする．また，すでに納入された会費は返還しない．

（改　廃）
第 6 条　 この規程は，理事会の決議によって変更することができる．

（附　則）
この規定は平成 29 年 11 月 11 日より施行する．

委 員 長 　武内　俊次 （京都工芸繊維大学）
委 　 員 　中西　康雅 （三重大学）　　　  保田　和則 （愛媛大学）　　　  山下　義裕 （大阪成蹊短期大学）　
　　　　　横山　敦士 （京都工芸繊維大学）

 情報化委員会
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塾　　長 　松田　正夫 （元大阪繊維リソースセンター社長）
副 塾 長 　近藤　健一 （㈱おふぃすけんいち代表取締役社長）   松尾　憲久 （マツオインターナショナル㈱ 代表取締役社長）
　　　　　八代　芳明 （東海染工㈱ 取締役会長）　　　　　　　山下　雅生 （㈱エイガールズ 取締役会長）
幹　　事 　松下　義弘 （京都工芸繊維大学 非常勤講師）
運営委員 　糸井　弘一 （関西ファッション連合 戦略室 特命担当） 　宇治　光洋 （ダイセン㈱ （繊維ニュース）編集グループ記者）
　　　　　臼谷旗世彦 （大津毛織㈱ 代表取締役） 　　　　　貝原　良治 （カイハラ㈱ 代表取締役会長）
　　　　　北丸　　豊 （豊栄繊維㈱ 代表取締役社長）　　　　　桑名　紀夫 （日本パーソナルカラー協会 顧問）
　　　　　髙澤　史納 （髙澤織物㈱ テキスタイルデザイナー） 　髙杉　哲朗 （㈱ショーワ 代表取締役社長）
　　　　　辰巳　雅美 （辰巳織布㈱ 代表取締役社長） 　山本　敏明 （西染工㈱ 代表取締役） 　　
　　　　　米倉　勝久 （㈱タカラ 代表取締役会長）　　　　　　渡邊　利雄 （渡辺パイル織物㈱ 代表取締役社長）

 【繊維産業活性化委員会（繊維・未来塾）】
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申請日 　　　　年　　月　　日

（フリガナ）

会員氏名
生年月日 　　　年　　月　　日

勤務先所在地

勤務先名称

役職および
所属部課名

電話

E-mail

自宅住所

連絡事項

減免種別
（○印でかこむ）

承認期日
（事務局記入）

　　　　年　　　月　　　日　　　　　印

一般社団法人日本繊維機械学会　正会員　会費減免申請書

〒

〒

　ゴールド割引　・　シルバー割引　・　ブロンズ割引　
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日本繊維機械学会「Journal of Textile Engineering」  
2018年1月より，日本繊維機械学会「Journal of Textile Engineering」の原稿の種類を，以下の様に変更・新設しました．

一般論文（Original Paper）：
繊維または繊維機械に関連する科学・工学に関して独創性・新規性のある未刊行の論文であり，信頼性が高く新し
い価値ある結果を得ているもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 8 頁以内とする．

短報（Short Paper）：
一般論文と同様に繊維または繊維機械に関連する科学・工学に関して未刊行の論文であり，萌芽的，断片的研究で
はあるが信頼性が高く価値ある結果を得ているもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 4 頁以内とする．

技術報告（Technical Report）：
繊維または繊維機械に関連する技術に関する未刊行の報告で，信頼性が高く新しい価値ある結果を得ており．繊維
技術と繊維産業の発展に貢献する技術を公表することを重視したもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 6 頁
以内とする．

レビュー（Review）：
繊維または繊維機械に関連する科学・工学・技術に関する最近までの研究や開発動向，将来展望を，過去の論文や
報告を数多く引用してまとめた未刊行のもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 8 頁以内とする．

日本繊維機械学会「������������������������������」�

2018年 1月より、日本繊維機械学会「Journal of Textile Engineering」の原稿の種類を、以下の様に変更・新
設します。 
 

旧 新 

Original Paper Original Paper 

Note Short Paper 

Review Review 
新設 Technical Report 

 
一般論文（Original Paper）： 
繊維または繊維機械に関連する科学・工学に関して独創性・新規性のある未刊行の論文であり，信頼性が高く新

しい価値ある結果を得ているもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 8頁以内とする． 
 
短報（Short Paper）： 
一般論文と同様に繊維または繊維機械に関連する科学・工学に関して未刊行の論文であり，萌芽的，断片的研究

ではあるが信頼性が高く価値ある結果を得ているもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 4頁以内とする． 
 
技術報告（Technical Report）： 
繊維または繊維機械に関連する技術に関する未刊行の報告で，信頼性が高く新しい価値ある結果を得ており．繊

維技術と繊維産業の発展に貢献する技術を公表することを重視したもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり

6頁以内とする． 
 
レビュー（Review）：繊維または繊維機械に関連する科学・工学・技術に関する最近までの研究や開発動向，将
来展望を，過去の論文や報告を数多く引用してまとめた未刊行のもの．原稿の長さは，原則として刷り上がり 8
頁以内とする． 

委 員 長   木村　裕和（信州大学）
副委員長   保田　和則（愛媛大学）　　　　　　　　　　　　　  山本　貴則（大阪産業技術研究所）
編集委員   井上　真理（神戸大学）　　　　　　　　　　　　　  上田　博之（大阪信愛女学院短期大学）

　　　　  植松　英之（福井大学）　　　　　　　　　　　　　  金井　博幸（信州大学）
　　　　  金田　直人（福井工業高等専門学校）　　　　　　　  小柴　　孝（奈良工業高等専門学校）
　　　　  近藤　幹也（東京都立産業技術研究センター）　　　  坂口　明男（信州大学）　　　　　　　　　　　
　　　　  解野　誠司（和歌山県工業技術センター）　　　　　  廣垣　和正（福井大学）　　　　　　　　　　　
　　　　  松岡　敏生（三重県工業研究所）　　　　　　　　　  向井　康人（名古屋大学）　　　　　　　　　　
　　　　  安永　秀計（京都工芸繊維大学）　　　　　　　　　  山下　義裕（大阪成蹊短期大学）　　　　　　　
　　　　  山本　剛宏（大阪電気通信大学）　　　　　　　　　  與倉　弘子（滋賀大学）　　　　　　　　　　　
　　　　  横山　敦士（京都工芸繊維大学）

 ジャーナル編集委員会
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