
１日目【11 月 14 日（木）】（10 階佐治敬三メモリアルホール）

13:00 開会の挨拶

第 26 回秋季セミナー実行委員長、倉敷紡績（株） 森島英暢

13:05 挨拶

（一社）日本繊維機械学会 会長、京都工芸繊維大学 教授 鋤柄佐千子

13:10
～

14:10

特別講演（１）「AI 活用の現状と今後の可能性」

国立情報学研究所 教授、人工知能学会 前会長 山田誠二

現在第 3 次ブームにある人工知能 AI の現状を解説し、AI の定義、歴史、第 3 次 AI ブームの特徴である

機械学習、ディープラーニングの基礎、AI の有効性そして AI の限界について解説する。また、AI の社

会・ビジネス導入の可能性、課題について触れ、AI が人間の労働に与える影響、AI 時代に必要とされる

人材について述べる。そして、今後の AI 研究の方向性について、主に人間と AI の協調の観点から考え

を述べる。

14:20
～

15:20
繊維関連公設試ならびに大学研究室によるショートプレゼンテーション

15:30
～

16:30

特別講演（２）「天然クモ糸に学ぶ人工繊維の分子設計」

（国研）理化学研究所 環境資源科学研究センター バイオ高分子研究チーム 上級研究員 土屋康佑

クモ糸は鋼鉄に匹敵する引張強度やタフネスを示す構造タンパク質材料として注目を集めている。本講演

では、天然のクモ糸について優れた力学特性を生み出すのに必要となるタンパク質の構造や、特異的な高

次構造を形成するための紡糸機構を詳細に調べ、得られた知見を基にどのように人工クモ糸を創り出すか

について、我々が取り組んでいる戦略について概説する。

16:35
～

18:00

繊維関連公設試ならびに大学研究室によるポスターセッション

交流会（ポスター会場でポスター交流と同時開催）

【協賛】

石川県繊維協会、大阪染色協会、カケンテストセンター、関西ファッション連合、機能紙研究会、高分子学会、繊維製品技術研

究会、繊維評価技術協議会、富山県繊維協会、日本麻紡績協会、日本衣料管理協会、日本インテリアファブリックス協会、日本

化学繊維協会、日本家政学会、日本感性工学会、日本毛織物等工業組合連合会、日本材料学会、日本産業皮膚衛生協会、日本繊

維機械協会、日本繊維技術士センター、日本ニット工業組合連合会、日本縫製機械工業会、日本紡績協会、日本ボディファッシ

ョン協会、日本羊毛産業協会、福井県繊維協会、プラスチック成形加工学会、ボーケン品質評価機構

【参加費】会員 22,000 円，協賛団体会員22,000円，非会員 30,000 円，

     学生会員 3,000 円，学生非会員 5,000 円，特定会員（65 歳以上の正会員）8,000 円（税別）

【申 込】「第26 回秋季セミナー」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交流会参加（参加無料）の有無を記入の上，FAX または E-mail にて下記宛お申

    し込み下さい．学会 HP の秋季セミナー頁（以下URL）よりWEB 申込ができます．

    http://tmsj.or.jp/annual/autumn_seminar_26/

【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



２日目【11 月 15 日（金）】午前

A 会場（7 階 702） B 会場（7 階 703）
繊維機械の最新動向～糸づくりから染色まで ヒトに寄り添う快適ウエア

10:00
～

10:25

「紡糸巻取機と仮撚機の製品動向」

TMT マシナリー（株）取締役 技術本部長

橋本欣三

これまで合繊設備の発展の歴史は、主に生産性の向

上であった。設備の機械的な性能限界を乗り越える

ことにより、設備の多糸条化、多錘化を実現してき

た。しかし合繊製造業の成熟化と競争激化により、

市場の要求は生産性だけでなく、省エネ、省人化、

現場環境の改善にも拡大している。当社製品を基

に、その状況について紹介します。

日本繊維機械学会技術賞受賞講演

「スポーツブラの機能設計」

（株）アシックス スポーツ工学研究所

アパレル・エクィップメント機能研究部

アパレル機能開発チーム 瀧井靖歩

スポーツ用ブラジャー（スポーツブラ）は様々なス

ポーツシーンで着用されます。当社では、主要な動

作ごとのバスト部の挙動を分析し、各スポーツシー

ンに見合ったスポーツブラの機能設計をしていま

す。本講演では、スポーツブラの機能設計のための

バスト部の挙動分析とヨガ等の低強度運動用スポー

ツブラの開発について紹介します。

10:25
～

10:50

「Uster Quality Expert による原料から糸までの

品質管理について」

ウスターテクノロジーズ（株）

技術サービスグループ グループ長 繁桝 隆

最新型の糸むら試験機 Uster Tester 6 (UT6) に標

準装備の Uster Quality Expert (UQX ) は、試験機

及び各工程からのデータを自動的に収集し、紡績糸

製造の品質管理システムとして活用していただけ

ます。弊社製品の紹介と UQX の概要を説明します。

11:00
～

11:25

「ITMA2019 における自動ワインダーの最新動向」

村田機械（株）繊維機械事業部 技術部

AW チーム 部長 中川 隆

今年 6 月にスペインのバルセロナで開催された

ITMA2019 における当社の最新自動ワインダー及

び他メーカーが出展した最新自動ワインダーにつ

いて紹介します。

日本繊維機械学会技術賞受賞講演

「暑熱環境下での作業リスク管理システムの開発」

大阪大学 大学院基礎工学研究科 機能創成専攻

教授 清野 健

衣服には、怪我を防ぎ、環境への適応を助けるなど

の機能があり、私たちの安全と命を守る上で重要な

役割があります。近年、衣服機能の追求において、

繊維技術の発展だけでなく、ウェアラブルセンサ、

IoT 技術の応用が、衣服の可能性を広げています。

本講演では、暑熱労働環境の安全を見守るスマート

衣服を紹介するとともに、衣服の新たな可能性を展

望したいと思います。

11:25
～

11:50

「ITMA2019 に見る織機の最新動向」

津田駒工業（株）繊維機械技術部  参与 伴場秀樹

6 月にバルセロナ（スペイン）にて ITMA2019 が開

催されました。日本、ヨーロッパの主たる織機メー

カーが最新機種、最新技術を出展し、アピールして

いました。各織機メーカーのエアジェット、ウォー

タジェット、レピアルームの出展状況から最新動向

を一織機メーカーの視点で述べます。

12:00
～

12:25

「繊維業界における横編機の最新動向」

（株）島精機製作所 トータルデザインセンター

係長 谷河 豪

最新ホールガーメント横編機では、ファッション業

界はもとより、機能素材を用いてスポーツ・メディ

カル業界へと広がりを見せています。またインバー

スプレーティング機構を搭載した最新成型機は、ニ

「衣料から衣療へ QOL向上に貢献する製品による

新市場創出への取組み」

グンゼ（株）QOL 研究所 企画調査室 室長

上島 進

グンゼは、自社の持つ技術を活用して、QOL 向上に

貢献できる製品を「メディキュア」というブランド

で展開しています。医療現場の声を製品化するプロ



ットを多種多様な業種へ提案できる可能性のある

機械です。本講演ではバルセロナで開催された

ITMA2019 でも好評であった当社横編機の最新機

構を紹介します。

セスや、テーマを共有する企業との連携（アライア

ンス）により、新たな市場の創出を目指しています。

この講演ではこれまでの活動をご紹介することで、

新たなパートナーとのビジネスの可能性も模索でき

ればと考えています。

12:25
～

12:50

「テキスタイルインクジェット捺染の最新情報」

コニカミノルタ（株）産業印刷事業部

テキスタイル事業推進部 販売推進グループ

係長 中井俊博

6 月に開催された ITMA2019 においても、テキスタ

イル捺染業界のインクジェットプリント方式への

切り替わりのトレンドは顕著になってきておりま

す。今回はテキスタイルインクジェット捺染の最新

情報の事例等を交えて報告します。

昼食（12:50～13:40）



２日目【11 月 15 日（金）】午後

A 会場（7 階 702） B 会場（7 階 703）
つくる責任、つかう責任－SDGs 開発目標に向かって 進化し続ける素材

13:40
～

14:30

「SDGs と繊維業界に求められる取組」

日本繊維産業連盟 環境・安全問題委員会

長 保幸

2030 年を目標年次とする持続可能な成長目標

（SDGs）は、産業界も含めて世界が等しく取組む

ことを国連が議決したものです。17 のゴールは目に

することが多くなりましたが、今、なすべきことは、

各ゴール毎に定められた 169 のターゲット、さらに

244（重複を除くと 232）の個々のターゲット毎に定

められた評価指標を用いて現状を確認し、ギャップ

解消の取組を着実に推し進めることです。発想と行

動の転換を含め、繊維業界に求められる諸課題につ

いて紹介します。

「 米 の 籾 殻 を 原 料 と し た 多 孔 質 炭 素 材 料

TriporousTM（トリポーラス TM）の開発と応用」

ソニー（株）知的財産センター

知的財産インキュベーション部

田畑誠一郎

世界で年間 1億トン以上排出されている米の籾殻を

原料とした、新しい多孔質カーボン素材である

Triporous（トリポーラス）は、特徴的な細孔構造

と吸着特性を有し、水浄化や空気浄化だけでなく、

衣類やトイレタリー製品にも応用可能です。本講演

では Triporous の基礎特性と様々な応用について報

告します。

14:40
～

15:30

「都市水循環系におけるマイクロプラスチック汚染

の現況」

京都大学 大学院地球環境学堂 准教授 田中周平

水辺ではレジ袋やペットボトル等のプラスチックゴ

ミを見かけますが、これらの環境運命は明らかにな

っていません。マイクロプラスチックはどこで発生

し、どのような大きさで、どこに存在しているのか。

都市水循環系での挙動に着目した内容を報告しま

す。

「AOX フリー防縮加工「ライフファイバーEFT」」
（株）トーア紡コーポレーション

エンジニアリング本部 本部長 水森吉紀

トーア紡、ソトー、森保染色の 3 社共同開発による

EFT (Eco Friendly Treatment)を紹介します。EFT
は、樹脂皮膜によるウールの防縮加工技術です。常

温短時間での加工が可能であり、ウールが本来持つ

撥水性や吸湿性なども維持します。この EFT の最

大の特徴は、従来防縮加工で問題とされているAOX
（Absorbable Organic Halogens）の排出がない環

境に配慮した新加工技術といえます。

15:40
～

16:30

「オンワードの環境経営－衣料品の循環システムの

構築－」

（株）オンワードホールディングス

執行役員環境経営担当 清家彦三郎

アパレル業界が抱える販売後の残商品は近年益々増

加傾向にあり、業績への圧迫はもとより、社会問題

化しています。一方で企業の社会的責任、CSR 活動

は事業を推進する上でその重要性が非常に増してい

ます。当社は需要喚起やシェアリング、顧客様との

つながりを意識した独自の「衣料品の循環システム」

の構築に取り組んできました。これらの取組みの紹

介や今後の課題をお話しします。

「環境対応素材：無水染色布－超臨界流体染色の

特徴と実用化の動向－」

福井大学 学術研究院 工学系部門

准教授 廣垣和正

持続可能な繊維産業構築のため、環境対応素材とし

て無水染色布の実現が求められており、浸染では染

色媒体を水から超臨界二酸化炭素に置き換えた「超

臨界流体染色」が注目を集めている。本講演では、

超臨界流体染色技術の基礎的な原理と、近年開始さ

れた実用化の動向に加え、その原理を応用・発展さ

せた繊維製品の高次加工（機能加工）について紹介

します。

閉会の挨拶


