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日本繊維機械学会

第６9回　年次大会
会期　平成 28 年 6 月 3 日（金），4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，地下鉄四つ橋線「本町」駅下車北へ徒歩５分）

第１日目　6月3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

■スマートテキスタイル
　（9.40～11.40）

■製品紹介セッション
　（9.40～12.00）

■製品紹介セッション
　（9.40～12.00）

■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学 （9.40～12.00）

午

　後

■製品紹介セッション
　（13.00～16.00）

■バーチャルテキスタイル
　（13.00～15.40）

■繊維機械の科学と工学
　（13.00～15.40）

■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学（13.00～14.00）
■産業用繊維資材および不織布
　（14.20～16.00）

特別講演会　（16.10～17.10）　８階大ホール
製造業から創造業へ～愛と創造と氣で挑む～　　　　　　　　　　株式会社島精機製作所 代表取締役社長　島　正博氏
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）（８階中小ホール）
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4日（土）

午
前

■染色・機能加工
　（9.20～12.00）

■伝統的繊維製品および
　匠の技
　（9.20～12.00）

■繊維機械の科学と工学
　　（9.20～10.20）
■ナノファイバー
　　（10.40～12.00）

■被服心理・ファッション
　（9.20～10.20）
■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学（10.40～12.00）

午

　後

■染色・機能加工
　（13.00～14.20）
■環境対応技術
　（14.40～16.40）

■繊維強化複合材料
　（13.00～17.00）

■ナノファイバー
　（13.00～16.00）

■テキスタイル・アパレルの
　科学と工学（13.00～16.40）

定時総会，学会賞贈賞式，フェロー認定式（17.00 ～）（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・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瀬

ションです．
■ポスターセッション

時間制限なしに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
製造業から創造業へ～愛と創造と氣で挑む～� 株式会社島精機製作所 代表取締役社長　島　正博氏

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 26 日（木））をお勧めします．5 月 26 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 69 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）
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スマートテキスタイル（9.40～11.40）
9.40― A1-01　生体情報センシングシャツの一方式

� 大阪市立大学�○田中克尚，吉本佳世，高橋秀也
10.00― A1-02　シランカップリング剤で前処理した各種繊維の銅めっき�

福井大学�○堀　照夫，廣垣和正，田畑　功�
A1-03　ナノファイバーマットを用いたアクチュエータの作製条件と性能との関係�

福井大学�○浅井華子，加藤慎也，島田直樹，中根幸治
A1-04　太陽光発電テキスタイルの耐久性評価�

福井県工業技術センター�○辻　尭宏，増田敦士，上嶋�明子
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― A1-05　導電性ウェアによる着用者の生活活動の評価と判別�
石川工業高等専門学校�藤岡　潤，○前多賢人

金沢工業高等専門学校�伊勢大成
A1-06　超臨界二酸化炭素を媒体とした芯鞘繊維への Pd 錯体の注入・還元による Pd の偏析��

福井大学�○廣垣和正，谷川忠義，田畑　功，堀　照夫
カジナイロン�高橋大輔，遠藤隆平

製品紹介セッション（13.00～16.00）
13.00― A1-08　セッション基調講演

世界に支持されるモノ造り　創業100 年迎える伝統と最新の発想�
大正紡績�○近藤健一

13.40― A1-10　オリジナルタオルについて�
渡辺パイル織物�○渡邊利雄，渡邊文雄

14.00― A1-11　桐の端材を活用した商品開発�
大津毛織�○森　浩司

A1-12　岡山−倉敷−児島デニム�
ショーワ�○髙杉哲朗

A1-13　特殊加工技術「シミノットクロー」「キアリーＶ」「コモデモコ」の紹介� �
岐セン�○宮田利彰，守屋文博，後藤勝則

15.00― A1-14　深黒加工＆黒染�
京都紋付�○荒川　徹，荒川優真

A1-15　RX300 型リング精紡機＜新構造糸モザイクヤーンシステム＞�
豊田自動織機�○小島直樹

A1-16　クオータゲージ丸編み機「M-9MＥQG」の紹介�
福原精機製作所�○古川智之

特別講演会　（16.10 ～ 17.10）　8 階大ホール
16.10― �製造業から創造業へ～愛と創造と氣で挑む～　　　　

株式会社島精機製作所 代表取締役社長　島　正博氏�

６/3�（金）―第１日目 会場A▶401号室
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製品紹介セッション（9.40～12.00）
9.40― B1-01　最新ワインダーQPRO�Plus の紹介�

村田機械�○鳥居隆太
10.00― B1-02　POY 巻取機用自動糸掛けロボット�

TMT マシナリー�○杉山研志
B1-03　MVS（VORTＥX）紡績における糸種の拡大�

村田機械�○秋元理宏，澤田晴稔
B1-04　開繊炭素繊維複合材料の機械的特性と中間成形材料「OVＥX」について
� サカイオーベックス�○竹内博紀，河野弘樹

11.00― B1-05　ストレッチパワーメッシュによる視覚と機能性�
SHINDO�○山崎　貢，十九波敏美

B1-06　抗菌・抗ウイルス膜材料�ヒカリプロテクスタイルのご紹介
� 太陽工業�○塩澤優樹，齋藤徳良，豊田　宏
B1-07　繊維製品の抗ウイルス加工マーク制度�

繊維評価技術協議会�○越智清一

バーチャルテキスタイル（13.00～15.40）
13.00― B1-08　ブラジャーの設計支援のための型紙の三次元形状予測　～第二報：三枚接ぎカップへの適用～�

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

B1-09　撚糸の撚り戻り挙動のシミュレーションとそれに基づく平編地の斜行予測�
大阪大学�○乾　陽亮，若松栄史，森永英二，荒井栄司

村田機械�八木宏幸，森　秀茂，松本龍守
B1-10　足部簡易モデルを用いたシューズアッパーの変形挙動解析�

アシックス�○高島慎吾，森安健太，西脇剛史
14.00― B1-11　表面テクスチャが皮膚へ与える力学的影響の数値解析�

京都工芸繊維大学�○石野貴之，佐久間淳
日本写真印刷�永井宏之，三浦夕佳

B1-12　スポーツアパレル設計を目的とした着装シミュレーション技術について
アシックス�○小澤明裕，勝　眞理，田川武弘，西脇剛史

B1-13　衣服圧シミュレーション−姿勢変化する人体に対する生地の摩擦係数の影響−�
メカニカルデザイン�○小林卓哉，三原康子

東洋紡�磯貝悠美子，野々村千里，石丸園子
15.00― B1-14　数値解析を用いた事務用椅子着座時における力学的評価法に関する研究

京都工芸繊維大学�池田悠人，〇横山敦士
B1-15　テキスタイル複合材料の振動減衰のモデル化手法�

三重大学�○中西康雅

６/3�（金）―第１日目 会場B▶403号室
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６/3�（金）―第１日目 会場C▶403号室

製品紹介セッション（9.40～12.00）
9.40― C1-01　ダウン代替中綿「Techfill」開発�

ミズノ�○櫻井大樹
10.00― C1-02　超極細長繊維「ナノフロント ®」の特性およびその利用方法�

帝人�○田中　昭，藤井佳美
C1-03　環境対応型素材�省エネ可染ポリエステル「ピュアス」の開発�

クラレ西条�○園田康夫
C1-04　PBO 繊維「ザイロン ®」製品紹介�

東洋紡�○江口弘則
11.00― C1-05　C ／ C コンポジットの製品紹介�

CＦC デザイン�○池崎修二，横山　瞬
C1-06　スチームジェット製法による繊維構造体の衝撃緩和性とその製品紹介�

クラレクラフレックス�小泉　聡，栗原大輔
C1-07　PLIＦＦ ／耐火傷性評価システムの開発�

帝人�○木村　祐，島田博樹

繊維機械の科学と工学（13.00～15.40）
13.00― C1-08　合繊機械用ゴデットローラーの振動原因分析�

TMT マシナリー�○澤田　淳
C1-09　ICT 技術を活用した工場オペレーション�「Muratec・Smart・Support�（MSS）」�

村田機械�○仲井政人
C1-10　オーダーメイドサポーター設計システムの開発
� 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�○福田ゆか

14.00― C1-11　バ�イオイノベーティブデザインによる組紐構造の試作�
金沢大学�○清水草平，河合研人，喜成年泰，坂本二郎，北山哲士

石川県工業試験場�森　大介，木水　貢
C1-12　高速で回転するローラ周りの空気流れ解析�

金沢大学�○松田啓佑，喜成年泰，若子倫菜
C1-13　環状冷却筒の流体解析と生産機への展開�

TMT ソリューションズ�○岩井　崇
15.00― C1-14　マイクロ流路内における非ニュートン流体の流れ�

愛媛大学�〇平井孝侑，山本晃平，保田和則，岩本幸治，十河基介
C1-15　エアジェットルームの最新の高速化・省エネ技術�

津田駒工業�○南谷徳生
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６/3�（金）―第１日目 会場D▶404号室

テキスタイル・アパレルの科学と工学（9.40～12.00）
9.40― D1-01　糸の撚り構造・組織構造が異なるタオルの初期性能と洗濯耐久性

神戸大学�〇井上真理
村田機械�筒井久美子，松本龍守，八木宏幸

10.00― D1-02　異なる方法による洗濯後のタオル風合いの定量評価�
神戸大学�〇井上真理

パナソニック�縄間潤一
D1-03　デニムの付加価値に対する日本人学生とフランス人学生評価の比較�

京都工芸繊維大学�○中澤順平，友滝勇気，鋤柄佐千子
D1-04　織物規格が織物の表面光沢に及ぼす影響�

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�小林孝太，植松英之，家元良幸，田上秀一

11.00― D1-05　布の視覚的印象と物性値の関係�
京都工芸繊維大学�○吉川　恵，近藤あき，鋤柄佐千子

菅公学生服�梅林千晶，塚本香帆，原田季典
D1-06　黒色織物における視覚または触知覚による粗さ感評価�

信州大学�○丸　弘樹，齋藤奨司，金井博幸，西松豊典
D1-07　寝床内気候が温熱的快適感に及ぼす影響�

信州大学�○川阪明彦，新見嘉崇，上野貴之，西山直秀，金井博幸，西松豊典

テキスタイル・アパレルの科学と工学（13.00～14.00）
13.00― D1-08　寝床内気候再現装置の提案�

信州大学�〇上野貴之，川阪明彦，新見嘉崇，西山直秀，金井博幸，西松豊典
D1-09　ローションティシュペーパーの触感にかかわる物理的特性�

京都工芸繊維大学�○早川雄飛，Shen�Hua，鋤柄佐千子
日油�山仲藍子，水田元就

D1-10　ファスナ用編テープの手触り感評価に関する研究�
YKK�○竹久文康

信州大学�西松豊典，金井博幸
YKK�喜多和彦，明和正樹

産業用繊維資材および不織布（14.20～16.00）
14.20― D1-12　Ｆiber�Structure�Development�in�High-speed�Melt�Spinning�of�Bicomponent�Ｆibers�of�PHBHs�with�

Different�melt�flow�index
東京工業大学�○Qin�Qing，宝田　亘，鞠谷雄士

D1-13　リサイクル炭素繊維による不織布の開発�
福井県工業技術センター�○川端清二，村上哲彦，川辺和正

15.00― D1-14　RＦID ファイバー用導電糸の開発とその評価�
福井県工業技術センター�○増田敦士，辻　尭宏，村上哲彦，雲竜常宗，末定新治

ウラセ�針井智明，岩崎好博，田嶋詠士，小泉孝義
15.20― D1-15　セッション基調講演

自動車用安全部品における繊維素材の現状と今度について
トヨタ紡織�○野田博丈
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ポスター会場
8階６/3�（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　仮撚加工機の加熱・加撚工程中における糸形状�

福井工業高等専門学校�◯金田直人
シャルマン�明頓耕平

金沢大学�喜成年泰
P1-02　仮撚加工機の施撚部における糸とディスクの接触状態�

福井工業高等専門学校�◯友広　智，金田直人
金沢大学�喜成年泰

P1-03　ローションティシュペーパーの触感にかかわる物理的特性�
京都工芸繊維大学�○早川雄飛，Shen�Hua，鋤柄佐千子

日油�山仲藍子，水田元就
P1-04　イオン液体を用いたケラチン基複合材料の成形と機械的特性�

京都工芸繊維大学�○小室佳亮，井野晴洋，木村照夫
P1-05　ホットエアーを利用して作製したナノファイバー不織布の熱的および機械的特性��

京都工芸繊維大学�○亀田昌冶，井野晴洋，木村照夫�
P1-06　マイクロ流路内における非ニュートン流体の流れ�

愛媛大学�〇平井孝侑，山本晃平，保田和則，岩本幸治，十河基介
P1-07　組紐構造 CＦRP の４点曲げ試験�

金沢大学�○河合研人，清水草平，喜成年泰，坂本二郎，北山哲士
石川県工業試験場�森　大介，木水　貢

P1-08　触覚センサによる布の表面特性評価�
金沢大学�○米田慎之介，小宮勇人，立矢　宏，喜成年泰

P1-09　プラズマ表面改質によるナノファイバー膜の濾過性能向上�
名古屋大学�○高山義弘，向井康人

P1-10　ナイロンナノファイバー膜による金イオン選択吸着特性�
名古屋大学�○田辺智亮，向井康人

P1-11　チョップドストランドマット複合材料の力学的特性に及ぼすニードルパンチ加工の影響�
京都工芸繊維大学�○市川大稀

圓井繊維機械�圓井　良
湘南工科大学�森井　亨

岐阜大学�大谷章夫
P1-12　ナノファイバー不織布の開発�

JX エネルギー�〇小西宏明
P1-13　布の摩擦と伸張特性から考察する被服圧�

京都工芸繊維大学�〇植田陽介，鋤柄佐知子

132



7繊維機械学会誌　Vol. 69, No. 3（2016）

7

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　17.20～18.20
P2-01　POY 巻取機用自動糸掛けロボット�

TMT マシナリー�○杉山研志
P2-02　最新ワインダー QPRO�Plus の紹介�

村田機械�○鳥居隆太
P2-03　深黒加工＆黒染�

京都紋付�○荒川　徹，荒川優真
P2-04　特殊加工技術「シミノットクロー」「キアリーＶ」「コモデモコ」の紹介��

岐セン�○宮田利彰，守屋文博，後藤勝則
P2-05　スチームジェット製法による繊維構造体の衝撃緩和性とその製品紹介�

クラレクラフレックス�○小泉　聡，栗原大輔
P2-06　クオータゲージ丸編み機「M-9MＥQG」の紹介�

福原精機製作所�○古川智之
P2-07　植物由来ナイロン新原糸を使用したストレッチ素材「プライムフレックス ®」�

東レ�○松木洋介，松生　良
P2-08　軽量天井材「かるてん ®」の開発�

帝人�○山田美樹
P2-09　ダウン代替中綿「Techfill」開発�

ミズノ�○櫻井大樹
P2-10　超極細長繊維「ナノフロント ®」の特性およびその利用方法�

帝人�○田中　昭，藤井佳美
P2-11　ナノファイバー大量生産装置�

カトーテック�河内　敬，奥居幸市
P2-12　開繊炭素繊維複合材料の機械的特性と中間成形材料「OVＥX」について�

サカイオーベックス�○竹内博紀，河野弘樹
P2-13　C ／ C コンポジットの製品紹介�

CＦC デザイン�○池崎修二，横山　瞬
P2-14　針布の用途展開製品の紹介�

金井重要工業�○上岡寛直，浜口雅道，小田卓見
P2-15　オリジナルタオルについて�

渡辺パイル織物�○渡邊利雄，渡邊文雄
P2-16　ストレッチパワーメッシュによる視覚と機能性�

SHINDO�○山崎　貢，十九波敏美
P2-17　AGTＥKS�試作用撚糸機、カバーリング専用機�

旭貿易�○末安秀爾
P2-18　BOBOTＥX�ローラーカバリング�ラバーテープ�

旭貿易�○末安秀爾
P2-19　Saurer�Allma�Volkmann�撚糸機�

旭貿易�○末安秀爾
P2-20　抗菌・抗ウイルス膜材料�ヒカリプロテクスタイルのご紹介�

太陽工業�○塩澤優樹，齋藤徳良，豊田　宏
P2-21　繊維製品の抗ウイルス加工マーク制度�

繊維評価技術協議会�○越智清一
P2-22　世界に支持されるモノ造り　創業 100 年迎える伝統と最新の発想�

大正紡績�○近藤健一
P2-23　桐の端材を活用した商品開発�

大津毛織�○森　浩司
P2-24　岡山−倉敷−児島デニム�

ショーワ�○髙杉哲朗
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染色・機能加工（9.20～12.00）
9.20― A2-01　電子線架橋によるポリウレタン樹脂の劣化防止加工�

京都工芸繊維大学�○本間友樹，奥林里子
A2-02　超臨界二酸化炭素発泡技術を用いた防音材の調製�

京都工芸繊維大学�○吉田春香，奥林里子
10.00― A2-03　電子線グラフト重合による無機材料の表面改質�

京都工芸繊維大学�○藤田泰輝，奥林里子
A2-04　Ｅlimination�of�dyestuff�using�scCO2�

京都工芸繊維大学�○ CHＥN�YAO，奥林里子
福井大学�堀　照夫

A2-05　ポリプロピレン繊維の超臨界二酸化炭素染色�
京都工芸繊維大学�○藤井俊典，奥林里子

11.00― A2-06　Ｅffects� of�Co-solvent� on�Dyeability� of�Ultra�High�Molecular�Weigh�Polyethylene�Ｆiber� in�
Supercritical�CO2�

京都工芸繊維大学�○ Ma�Jaehyuk，奥林里子
A2-07　ベルベリンを用いた染毛Ⅱ .�染色性・調色性・堅ろう性

京都工芸繊維大学�○山田　遼，安永秀計
A2-08　バイオリダクタントによる毛髪の光劣化の抑制

Ⅰ .�化学酸化損傷毛髪の光劣化とその抑制のための加工
京都工芸繊維大学�○庄村　礼，安永秀計

染色・機能加工（13.00～14.20）
13.00― A2-09　酸化染料染色におよぼす基質表面の荷電の影響

椙山女学園大学�○桑原里実，上甲恭平
A2-10　バイオカテコールマテリアルを用いた染毛法Ⅱ. 茶抽出物の種類と染色性

産業技術短期大学�○松原孝典，三枝健太，平山博斗，松下優也，宮田　真
京都工芸繊維大学�安永秀計

A2-11　撥水加工の種類と繊維構造が撥水性に及ぼす影響について�
東レ�竹田恵司，○木村知佳，柄澤留美，竹下将太，安藤大地

14.00― A2-12　自己組織化単分子膜による消臭性付与技術の開発�
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�○村井美保

環境対応技術（14.40～16.40）
14.40― A2-14　生活デザインとしての繊維製品のリサイクルの提案

滋賀県立大学�○森下あおい
15.00― A2-15　3D プリンター用フィラメントについて�

ユニチカ�○中谷雄俊
A2-16　水の電気分解反応に用いる電気触媒紙の開発および特性��

京都工芸繊維大学�○井野晴洋，山田健登，木村照夫�
A2-17　リヨセルを用いた機能紙�

三晶�○永野淳二，小田涼太
16.00― A2-18　廃棄野菜活用のための野菜紙の作製と評価�

京都工芸繊維大学�永榮紘実
三晶�○小田涼太

京都府織物・機械金属振興センター�倉橋直也
京都工芸繊維大学�木村照夫

A2-19　イオン液体を用いたケラチン基複合材料の成形と機械的特性
京都工芸繊維大学�○小室佳亮，井野晴洋，木村照夫

定時総会（17.00～）

学会賞贈賞式・フェロー認証式

６/4�（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（9.20～12.00）
9.20― B2-01　京唐紙の型押し工程における熟練者と非熟練者の動作の比較�

唐長�千田聖二
京都工芸繊維大学，東雄技研�○鈴木絵里加

東雄技研�菊地哲雄
大阪産業大学�高井由佳

B2-02　オーラル伝統みらい方式による組物作製熟練者の暗黙知の解明
−多田牧子先生へのインタビューを中心に−

大阪産業大学�○高井由佳
10.00― B2-03　金網細工職人が作製する豆腐すくいの特徴

大阪産業大学�○後藤彰彦
B2-04　増裏打ち工程における打刷毛の動作解析

京都工芸繊維大学�○岡　泰央
大阪産業大学�高井由佳，後藤彰彦

京都工芸繊維大学�岡　興造
B2-05　日本の美「絹ガラス」の機能性

伊と幸�○北川　幸
11.00― B2-06　戦前における銘仙きものの隆盛とその背景

神戸女子大学�〇内山恵理，岡本陽子
11.20― B2-07　セッション基調講演

立体感を極めた全く新しい織の技法の研究開発
加納幸�○加納將資

繊維強化複合材料（13.00～17.00）
13.00― B2-09　カバリング技術と製織技術を活用した織物CＦRP 基材の開発�

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�○池上大輔
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�田中利幸

槌屋�松本将和，大城　隆，神谷達志
B2-10　CＦRTP 用中間材料を使用した円筒組物引抜成形の含浸メカニズム�

カジレーネ�○本近俊裕，高木光朗
B2-11　射出による短繊維強化プラスチック成型品の強度強化に関する研究�

大阪大学�○李　興盛，座古　勝
伊藤忠テクノソリューションズ�小林亨市，山本琢也，榊原辰雄

14.00― B2-12　無水マレイン酸変性PP 添加によるガラス繊維の高配向�
福井大学�○植松英之，鈴木　悠，田上秀一

B2-13　織物熱可塑性CＦRP 積層板を用いた加熱プレスハイブリッド射出成形�
大阪大学�○田邉大貴

近畿大学�西向孝史，松村亮太，西籔和明
大阪大学�倉敷哲生

B2-14　組紐構造CＦRP の４点曲げ試験�
金沢大学�○河合研人，清水草平，喜成年泰，坂本二郎，北山哲士

石川県工業試験場�森　大介，木水　貢
15.00― B2-15　クリンプ構造によるCＦRP パイプの力学的特性への影響�

岐阜大学�広瀬将也，○魚住忠司，仲井朝美
B2-16　3 次元織物複合材料の有限要素モデリング手法に関する研究��

大阪大学�○向山和孝�
元大阪大学�今奥亜希�

京都市産業技術研究所�廣澤　覚
三重大学�中西康雅

大阪大学�花木宏修，倉敷哲生�
B2-17　チョップドストランドマット複合材料の力学的特性に及ぼすニードルパンチ加工の影響�

京都工芸繊維大学�○市川大稀
圓井繊維機械�圓井　良
湘南工科大学�森井　亨

岐阜大学�大谷章夫
16.00― B2-18　カーボンナノチューブ添加アルミコンポジットの機械的特性向上の数値解析�

産業技術短期大学�○森　英喜
大阪大学�尾方成信

B2-19　繊維強化プラスチックフォームの開発�
アシックス�○西脇剛史，立石純一郎

B2-20　機能性繊維強化複合材料の振動減衰推定手法の提案�
三重大学�○中西康雅

元三重大学�端崎裕太朗
三重大学�松本金矢

６/4�（土）―第 2日目 会場B▶403号室
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６/4�（土）―第 2日目 会場C▶404号室

繊維機械の科学と工学（9.20～10.20）
9.20― C2-01　仮撚加工機の施撚部における糸とディスクの接触状態�

福井工業高等専門学校�◯友広　智，金田直人
金沢大学�喜成年泰

C2-02　仮撚加工機の加熱・加撚工程中における糸形状�
福井工業高等専門学校�◯金田直人

シャルマン�明頓耕平
金沢大学�喜成年泰

10.00― C2-03　６自由度加速度センサ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

ナノファイバー（10.40～12.00）
10.40― C2-05　ナノファイバー不織布の開発�

JX エネルギー�〇小西宏明
11.00― C2-06　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の撚糸�

山梨大学�〇鈴木章泰，榛葉悠大，中村拓哉
福井県工技センター�増田敦士，村上哲彦

C2-07　マイクロ湿式紡糸プロセスを用いたポリスチレンナノファイバーの調製�
岡山大学�◯近藤佑哉，小野　努

東京大学�渡邉貴一
C2-08　マイクロ湿式紡糸プロセスの特性を生かしたナノファイバー内部構造の制御�

岡山大学�◯豊田翔平
東京大学�渡邉貴一

ナノファイバー（13.00～16.00）
13.00― C2-09　ゼラチンナノファイバーによるドラッグデリバリー�

滋賀県立大学�○山下義裕，山崎未奈，徳満勝久
京都大学再生医科学研究所�田畑泰彦

C2-10　プラズマ表面改質によるナノファイバー膜の濾過性能向上�
名古屋大学�○高山義弘，向井康人

C2-11　ナイロンナノファイバー膜による金イオン選択吸着特性�
名古屋大学�○田辺智亮，向井康人

14.00― C2-12　吸着機能化ナノファイバー膜による天然有機物の分離特性�
名古屋大学�○原　聡志，向井康人

C2-13　Superamphiphobic�Alumina�Nanofibrous�Mats�with�High�Porosity�
福井大学�○高　淑雅，浅井華子，島田直樹，中根幸治

C2-14　Thoroughly�mesoporous�TiO2� nanotubes�prepared�by� a� foaming� agent-assisted� electrospun�
template�for�photocatalytic�applications�

福井大学�○呂英，許章煉，浅井華子，島田直樹，中根幸治
15.00― C2-15　セルロースエアロゲルを用いたナノコンポジット材の創製�

京都工芸繊維大学�○清水康輝，奥林里子
C2-16　セルロースナノファイバーの流動誘起配向の測定�

愛媛大学�〇保田和則，安藤豪洋，岩本幸治，十河基介
C2-17　ホットエアーを利用して作製したナノファイバー不織布の熱的および機械的特性��

京都工芸繊維大学�○亀田昌冶，井野晴洋，木村照夫
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６/4�（土）―第 2日目 会場D▶405号室

被服心理・ファッション（9.20～10.20）
9.20― D2-01　フォーマルシーンでの女子大学生たちの装い�

神戸学院大学�○辻　幸恵
D2-02　産地におけるデニム・ジーンズの固有価値とは何か�

神戸松蔭女子学院大学�○青谷実知代
10.00― D2-03　麻、絹、綿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

テキスタイル・アパレルの科学と工学（10.40～12.00）
10.40― D2-05　繊維製床敷物の圧縮特性および構造が靴歩行時の歩行感に及ぼす影響�

信州大学�○柴﨑大輔，坂口明男，木村裕和
11.00― D2-06　紡績糸の構造が春夏用生地及びスーツの清涼感に及ぼす影響��

信州大学�○黒沢詩歩，金井博幸，西松豊典
AOKI�柴田清弘

D2-07　ベンチレーションを促進させるテニスパンツ構造の設計�
アシックス�○福田　誠，田川武弘，西脇剛史

D2-08　ポリプロピレンおよびセルロース系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，小川　愛

テキスタイル・アパレルの科学と工学（13.00～16.40）
13.00― D2-09　リバースエンジニアリングを介した次世代防火服の耐熱設計手法の開発

信州大学�○村本周平，若月　薫
D2-10　受熱した防火服布地の表面で生じる熱拡散現象の把握と遮熱効果に係る研究�

信州大学�○青木百孝，若月　薫
D2-11　撥水効果の低下による防火服生地の含水が寄与する水蒸気熱傷の研究�

信州大学�○水澤聖佳，若月　薫
14.00― D2-12　防火服上に液体燃料が付着・燃焼した際の熱流束の評価と熱傷への影響�

信州大学�○堀口拓也，若月　薫
D2-13　防刃材料に含浸したナノ粒子などによる力学特性への影響�

信州大学�○鮑　力民，Wang�Yanling，佐藤俊介，森川英明
D2-14　導電糸を用いた小寸法のテキスタイルアンテナ作製の検討�

信州大学�○朱　春紅
蘇州大学�王　国和

15.00― D2-15　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�
新潟大学�○中村和吉，福島千絵美�

D2-16　触覚センサによる布の表面特性評価�
金沢大学�○米田慎之介，小宮勇人，立矢　宏，喜成年泰

D2-17　押込試験における弾性接触理論による能動的および受動的な解析アルゴリズムについて�
京都工芸繊維大学�○佐久間淳

16.00― D2-18　フーリエ空間比較法による新合繊布の布表面摩擦特性の解析�
奈良女子大学�○米田守宏，石本　愛

D2-19　織布の摩擦現象におけるスティックスリップ成分の検討�
奈良女子大学�○米田守宏，岡田麻美子

ウラセ�針井知明
大阪市立大学�志水英二

137



12 お知らせ

12

講演会「アパレル産業の最新シミュレーション技術」  
近年のコンピューター技術 IT の発達によって，様々な分野においてコンピュータシミュレーションが，製品設計

に不可欠な時代になっています．アパレル産業においては，着装時の圧力分布のような快適性・機能性の予測や自然
なしわを 3次元で予測し表示するなど，様々な布帛布地の性質をコンピューター上で表現し，製品設計に取り入れる
研究がなされてきました．これらの研究の成果として生まれたシミュレーション技術は，新たなものづくりを行う技
術として利用され，発展し続けています．本講演会では，アパレル産業の最新シミュレーション技術の専門家を講師
に迎え，様々なシミュレーション技術について紹介，解説していただきます．いずれも非常に興味深い講演になるか
と思いますので，多数の方々のご参加をお待ちしております．
期　日 　平成 28 年 5 月 13 日（金）10.00 ～ 17.00
会　場 　大阪科学技術センタービル（大阪市西区靭本町 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）ペーパーモデルを使った衣服形状の予測（10.00 ～ 11.00）
　　　　　　　　�  金城学院大学 生活環境学部 環境デザイン学科 講師　伊藤　海織

ペーパーモデル，すなわち厚さと重さがなく，折りと曲げによる変形のみが可能な仮想のモデルを使
うと，小さな計算コストで再現性のある衣服の立体形状を予測できます．可展面や多面体とした縫合後
の衣服形状やデザイン変更の可能度合い，圧縮に伴って袖に発生するしわの形状変化を予測するのに利
用します．

　　　　（2）快適性予測への応用を目的とした衣環境の数値シミュレーション（11.10 ～ 12.10）
　　　　　　　　�  信州大学 繊維学部 繊維 ・感性工学系 感性工学課程 准教授　堀場　洋輔

衣服の快適性（着心地）は，衣服圧，衣服内気候，風合いなどの衣環境と密接に関連していることが
知られています．本講演では，演者らの研究グループでこれまでに取り組んできた衣服圧や，人体と衣
服の間の空隙量などに関する数値シミュレーションの事例と，今後の展望について紹介します．

　　　　（3）衣服圧シミュレーションによる衣服設計手法（13.10 ～ 14.00）
　　　　　　　　�  東洋紡㈱ 総合研究所 コーポレート研究所 快適性工学センター 部長　石丸　園子

衣服圧は衣服の快適性において重要な特性の一つです．衣服圧を実測する方法はありますが，衣服圧
分布を実測することは困難です．そこで，編物の伸長特性と型紙データから，有限要素法により衣服圧
を予測する衣服圧シミュレーション技術の構築に取り組んでいます．本講演では，衣服圧シミュレー
ション技術とその技術を用いた衣服設計手法について紹介します．

　　　　（4）シミュレーションによる競泳水着の設計支援手法（14.10 ～ 15.00）
　　　　　　　　�  ミズノ㈱ 研究開発部 要素技術研究開発課　島名　孝次

スポーツウエアには涼しい・暖かいといった温熱快適性や，動きやすいといった運動機能性など様々な
要求特性が存在する．当社ではこのような要求に応えるために様々な取組みをしているが，本講演では運
動機能性の高い競泳水着の設計にシミュレーション技術を活用する設計支援手法について概説します．

　　　　（5）最新のデジタルファッション技術（15.10 ～ 16.00）
　　　　　　　　�  デジタルファッション㈱ 代表取締役社長　森田　修史

ファッション・オンデマンドを使用したB�to�i ビジネスや，デジタル化が進むファッション業界の今
後の方向性について．また，加速化するファッション×デジタル技術の融合についての最新情報，シ
ミュレーション技術を使用した最新アプリや，弊社の取り組みを紹介します．

　　　　（6）体型計測とシミュレーションを用いた着圧アパレルの開発（16.10 ～ 17.00）
　　　　　　　　�  ㈱アシックス スポーツ工学研究所 アパレル機能研究部　小澤　明裕

着圧を付与することによって，様々な機能が発現されることは広く知られているが，その設計はサン
プル試作と着用テストの繰返しによるものが一般的であった．短期間での開発の効率化・最適化が求め
られる中，近年では着装シミュレーション技術を用いた試作レスでの開発が求められるであろう．本報
告では，シミュレーションを用いた着圧アパレル設計事例について紹介します．

協　賛 　大阪染色協会，関西ファッション連合
定　員 　40 名（定員になり次第締め切らせて頂きます）
参加費 　会員 15,000 円，協賛学協会会員 15,000 円，非会員 25,000 円，学生会員 1,000 円，学生非会員 3,000 円（税別）
申　込 　「講演会アパレル産業の最新シミュレーション技術」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より参加申込書のダウンロードができます．
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予定表
テキスタイルカレッジは，海外諸国に比較して弱体化しつつあり，体系的教育がほとんど行われていなかった
我が国の繊維教育に対し，本学会が持つ繊維に関する知識情報の動員機能を活用して，人材育成と技術継承を主
目的とした歴史ある教育コースです．
ベテランの方々には知識の整理に，中堅の方々には情報の収集に，若手の方々には基礎知識の吸収に，テキス
タイルカレッジへのご参加をお薦め申し上げます．

平成 28 年
 ５ 月 18 日（水）　「₂日で学ぶ布づくり」（₁日目）� 　�開催日未定　「織り組み編み基礎講座」
 ５ 月 19 日（木）　「２日で学ぶ布づくり」（₂日目）� 　�開催日未定　「不織布実用講座」（₂日間）
 7 月 1 日（金）　「糸づくり講座」� � � 　�開催日未定　「実習：KESによる布特性の測定講座」
 7 月 7 日（木）　「染色加工基礎講座」（₁日目）� 　�開催日未定　「合繊の基礎と最新の技術」（₂日間）
 7 月 8 日（金）　「染色加工基礎講座」（₂日目）� 　�開催日未定　「繊維製品の品質管理と品質保証」
 10月 14 日（金）　「染色加工応用講座」� � 　�開催日未定　「感覚と計測」

テキスタイルカレッジ

2 日で学ぶ布づくり  
　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．
日　時 　平成 28 年 5 月 18日（水），19日（木）
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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　₁日目【₅月 18 日（水）】
　　　　（ 1 ） テキスタイル概論（10.00～11.10）�  金沢大学 理工研究域 機械工学系 教授　喜成　年泰
　　　　（ 2 ） 繊維の材料（天然繊維と化学繊維）（11.20～12.50）
　　　　　　　� 京都工芸繊維大学 繊維学系 教授　山根　秀樹
　　　　（ 3 ） 紡績概論（13.50～15.00）�  ㈱豊田自動織機 繊維機械事業部 技術部技術管理Ｇ　細川　勝由
　　　　（ 4 ） 製織（15.10～16.20）�  金沢大学 理工研究域 機械工学系 教授　喜成　年泰
　　　　（ ５ ） 編組（16.30～17.40）�  福井県工業技術センター 繊維研究グループ　真杉　智章
　　　　（ 6 ） 交流会（17.40～）　講師を交えての意見交換・交流．講師への質問も可能です．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　₂日目【₅月 19 日（木）】
　　　　（ 7 ） 染色・仕上げ（9.30～11.00） �  京都工芸繊維大学 大学院工芸科学研究科 准教授　安永　秀計
　　　　（ 8 ） 縫製（11.10～12.20）�  ㈱レフトバンク 取締役　岡　　卓之
　　　　（ 9 ） 不織布（13.20～14.50）
　　　　　　　 �  日本繊維機械学会 不織布研究会 委員長，日本不織布協会 顧問　矢井田　修
　　　　（10） 布の性能評価（15.00～16.10）�  神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 教授　井上　真理
　　　　（11） 繊維強化複合材料（16.20～17.30）�  三重大学 教育学部 准教授　中西　康雅
　　　　（12） 修了証贈呈式（17.30～17.40）
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頂きます）
参加費 　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より参加申込書のダウンロードができます．

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　容
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テキスタイルカレッジ

糸づくり講座  
　糸づくりのための実践的な技術応用ならびに創造的技術開発を養うために，紡績に関する体系的な知識を工程に
沿ってわかりやすく解説されます .
　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ています．
日　時 　平成 28 年7月１日（金）10.00～17.10
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）紡績準備（10.00～11.10）
　　　　　　―紡績準備機の構造と作用，革新技術，付設設備について解説します―

　　　　�  元日本スピンドル製造，ダイキン工業㈱，日本繊維機械学会フェロー　中村　　信
（2）練条とスライバ（11.20～12.30）
　　―練条機の構造と作用およびスライバの構造と物性について解説します―
　　　　�  岐阜大学名誉教授，日本繊維機械学フェロー　岡村　政明
（3）リング精紡と新しい紡績法（13.20～14.30）
　　―リング精紡の構造と作用および最近のトピックについて解説します―
　　　　�  ㈱豊田自動織機 繊維機械事業部 技術部 紡機技術室 紡機技術 第1Ｇ　神谷　恭平
（4）糸の構造と物性（14.40～1５.５0）
　　―糸の構造と物性について詳しく解説します―
　　　　�  元京都工芸繊維大学，日本繊維機械学会フェロー　西村　太良
（５）ワインディング（16.00～17.10）
　　―ワインディング機の構造と作用，革新技術，付設設備等について解説します―
　　　　�  村田機械㈱ 繊維機械事業部 技術部 AWチーム 課長　中川　　隆

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頂きます）
参加費 　�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糸づくり講座」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
り参加申込書のダウンロードができます．

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

委 員 長 ��中西　康雅（三重大学）
副委員長 ��井出　潤也（クラレ）� �   田上　秀一（福井大学）� � 　松﨑　　健（ミズノ）
企画委員 ��伊藤　智樹 （ボーケン品質評価機構）�   稲富伸一郎（東洋紡）� �   潮田ひとみ（東京家政大学）
　　　　��梅木　英雄（東レ）� �   奥野　智朗（住江織物）� � 　奥林　里子（京都工芸繊維大学）
　　　　��佐藤　恵美（帝人）� �   杉山　　稔（倉敷紡績）� � 　杉山　研志 （TＭTマシナリー）�
　　　　��田先　慶多（日本毛織）� � 　筒井久美子（村田機械）� � 　徳山　孝子 （神戸松蔭女子学院大学）�
　　　　��仲井　朝美（岐阜大学）� � 　西山　武史（ユニチカトレーディング）�　伴場　秀樹（津田駒工業）
　　　　��東山　幸央 （兵庫県立工業技術センター）� 　廣澤　　覚（京都市産業技術研究所）� 　山内　康史（豊田自動織機）
　　　　��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））�　岡　　卓之（レフトバンク）� 　越智　清一（繊維評価技術協議会）
　　　　��武内　俊次（福原精機製作所）� 　中村　　信（ダイキン工業）� 　松下　義弘（京都工芸繊維大学）
　　　　��六田　克俊（森田工業）

 企画委員会
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テキスタイルカレッジ

染色加工基礎講座  
　多様なテキスタイル素材に関連する染色加工技術，品質保証などについて実践的な知識を得たいと思っておられる
方々に主眼を置いた「やさしく，わかりやすく解説する講座」を企画しました．
　染色加工に従事されている方々のみならず，アパレル製品の品質問題で日々悩んでおられる方々，アパレル製品の
企画，設計，販売に携わっておられる方々，クリーニング関係の方々など幅広い分野の方々のご参加をお待ちしてい
ます．
期　日 　平成 28年７月７日（木），８日（金）
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日目【７月７日（木）】
　　　　（1）染色加工概論（9.30～12.30）��  元鐘紡，改森技術士事務所代表　改森　道信
　　　　　　　染色加工に携わる方のみならず，企画や販売，クリーニング関係の方々などより広い方々を対象に，

繊維素材に色をつける方法，実用衣料に適した性能をもたせる染色加工の基礎をできるだけ平易に説明
します．なお，衣料関係に用いられるのは綿やポリエステルが中心なのでこれらを中心に解説します．

（2）染料概論（13.30～1５.30）��  元住友化学，日本繊維技術士センター理事　今田　邦彦
　　　　　　　染色される繊維の化学構造や物性に対応して，それぞれの繊維の染色に適した種属の染料が開発され

利用されています．ここでは，各種繊維に適した染料種属とその特徴について解説し，それぞれの繊維
と染料の特性に応じた最適染色条件の設定についても説明します．

（3）セルロース系繊維の染色加工（1５.30～18.00）
��  東洋紡リビングサービス㈱ 代表取締役社長　橋下　嘉顯

　　　　　　　綿などのセルロース系繊維を中心とした素材の染色加工において，連続生産方式による加工工程，技
術について解説します．また，最近の機能加工についても紹介しながら説明します．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２日目【７月８日（金）】
（4）タンパク質系繊維の染色加工（9.30～12.00）

��  元日本毛織，日本羊毛産業協会 専務理事　長澤　則夫
　　　　　　　ウールの繊維構造は複雑であり，染色・仕上加工を行う方法は多様です．このことを理解するにはま

ずウールの構造を知る必要があります．ここでは時間をかけてウールの繊維構造を説明し，その上で染
色を始めとする付加価値加工の実際について解説します．シルクについても同様に取り上げます．

（5）合成繊維の染色加工（13.00～16.00）��  元帝人，日本繊維技術士センター執行役員　嶋田幸二郎
　　　　　　　ポリエステルとともにナイロン，アクリル等合成繊維の染色加工技術および加工方法について基礎的

な考え方についてわかりやすく解説します．さらに原糸開発とともに行った付加価値向上の最近の高機
能加工について，コーティングやラミネート等を例にとり，サンプルや体験に基づいて解説します．

（6）環境技術概論（16.00～18.00）��  元日本染色協会，日本繊維技術士センター理事　森本　國宏
　　　　　　　染色加工に必要な各種資源，特にエネルギー，水，染薬剤等の使用に伴う環境側面（インパクト）に

ついて法規制を中心として，省エネ，大気・排水規制，ケミカルハザードへの解決法や改善策などの事
例をまじえて解説します．

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頂きます）
参加費 　会員 2５,000 円，非会員 33,000 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染色加工基礎講座」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より参加申込書のダウンロードができます．

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

染色加工応用講座―繊維機能後加工・評価―  
　テキスタイルカレッジ「染色加工基礎講座」では，染色理論から繊維別での染色加工技術および繊維製品の品質保
証に関する基礎について概説しました．「染色加工応用講座」では，基礎講座を踏まえ繊維別染色加工の応用技術だ
けでなく，高機能素材などの要素技術，さらにはエコ対応・環境関連技術や安全性と法規制など現在の繊維業界が抱
えている課題を，繊維業界に長年携わってこられた方々によりわかりやすく解説していただきます．講義内容には，
最近の技術の進歩や新たな染色加工技術へと展開についても触れていただいています．染色加工に携わっておられる
方々のみならず，アパレル製品関連分野をはじめ環境関連技術分野をも含めた幅広い分野の方々を対象としています
ので，多数の方々のご参加をお待ちしています．
期　日 　平成 28 年 10 月 14 日（金）10.00～18.30
会　場 　大阪科学技術センター（大阪市西区靭本町 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）機能加工剤（10.00～12.00）��  元日華化学，金﨑技術士事務所　金﨑　英夫
　　　　　　　最近の機能加工剤は機能の探求だけでなく，安全性，環境への影響を配慮して開発がなされておりま

す．ここでは撥水撥油加工剤，防汚加工剤，衛生加工剤，難燃加工剤，水系ウレタン樹脂加工剤を中心
に機能，加工処方等に関して解説します．

（2）機能加工「ウール」（13.00～14.00）��  元日本毛織，日本羊毛産業協会 専務理事　長澤　則夫
　　　　　　　ウールは元々多くの機能を併せ持っています．例えばはっ水性，難燃性，形態安定性，消臭性，セッ

ト性などが挙げられます．しかしその性質を個々に評価すると，いずれもが機能性を訴えるには力不足
なので，加工により補強しています．この点をわきまえて，加工の考え方とその実例について解説します．

（3）機能加工「合繊」（14.10～1５.10）��  岐セン㈱ 代表取締役社長　後藤　勝則
　　　　　　　合繊及びその複合織編物の高付加価値を図る手段として機能性付与加工は，テキスタイル加工の重要

な要素技術の一つである．機能性付与技術及び融合技術を染料・染色加工・後工程の各工程での考え方，
加工手法などを事例に沿って解説します．

（4）機能加工「綿」（1５.20～16.20）
　　　　�  倉敷紡績㈱ 繊維事業部 技術部門 技術部 開発課 課長　勝圓　　進

　　　　　　　天然繊維である綿の人類とのかかわりは歴史的に古く，適度な吸水，吸湿性や風合いの柔らかさなど
の特長を生かして，今なお代表的な繊維として様々な分野で使用されています．その一方で，機能性付
与についての研究開発も盛んに行われていますので，これらの動向について紹介します．

（5）評価（16.30～18.30）��  （一社）繊維評価技術協議会 参事，日本繊維機械学会フェロー　越智　清一
　　　　　　　我が国が得意とする各種機能性繊維の分類例，機能性試験方法の JIS，ISO 標準化提案状況を紹介し

たあと「清潔」「安全・安心」「快適性」および「イージーケア性」カテゴリー別の代表的な機能性につ
いて，その付与メカニズムと評価方法について解説します．

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頂きます）
参加費 　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染色加工応用講座」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より参加申込書のダウンロードができます．

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

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）�　上野　清隆（日阪製作所）
　　　　��越智　清一（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）
　　　　��嶋田幸二郎（嶋田技術士事務所）�   長澤　則夫（日本羊毛産業協会）�  橋本　嘉顯（東洋紡リビングサービス）
　　　　��森本　國宏（森本技術士事務所）�   吉川　雅敏（東洋紡）
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第 44 回繊維工学研究討論会 2016  
（ニューデリーにおける国際シンポジウム）
The 44th Textile Research Symposium　

今年の第 44 回繊維工学研究討論会は，インドのニューデリー市にある，Indian�Institute�of�Technology�Delhi（イ
ンド工科大学）に於いて開催します．
繊維工学に関する発表（口頭またはポスター）を募集しておりますので，積極的なご参加，研究発表をお待ちして

います．
期　日 　平成 28年 12月 13日（火）集合，移動

12月 14日（水）登録，繊維工学研究討論会 1日目
12月 15日（木）繊維工学研究討論会 2日目
12月 16日（金）繊維工学研究討論会 3日目
12月 17日（土）国際交流（予定）
12月 18日（日）移動，解散

会　場 　繊維工学研究討論会の会場：Indian�Institute�of�Technology�Delhi（インド工科大学）
　　　　Hauz�Khas,�New�Delhi�110016,�India（http://www.iitd.ac.in/）
参加費 　一般参加者 400US ＄，学生参加者 200 US ＄（当日発行予定の論文集等を含む）．
　　　　支払いは会場受付でお願いします．
オーガナイザー

　インド側：Dr.�B.K�Behera,�Department�of�Textile�Technology,�Indian�Institute�of�Technology,�Delhi,�
　　　　　　Hauz�Khas,�New�Delhi�110016,�E-mail：bijoy.behera@yahoo.com
　　　　　　Tel.�91-11-26592424,�Fax.�91-11-26562503
　日 本 側：米田　守宏（奈良女子大学�生活環境学部）〒 630-8506 奈良市北魚屋西町
　　　　　　E-mail：yoneda@cc.nara-wu.ac.jp，TEL&FAX：0742-20-3463
発表申込 　WEB（44th�TRS-IITD）より申込み．WEBサイトは，次号ならびに学会HPをご参照下さい．
　　　　　アブストラクトの締切：平成 28 年 6 月 30 日（木）
　　　　　フルペーパーの締切：平成 28 年 9 月 15 日（木）
参加申込 　平成 28 年 9 月 15 日までに申込み下さい．
旅行代金 　宿泊費，航空券を含めた費用は，次号ならびに学会HPをご参照下さい．
ビザについて 　インド訪問にはビザが必要です．
申込方法 　学会HPより参加申込み用紙をダウンロード頂き，以下宛先までお申し込み下さい．
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

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（大阪府立産業技術総合研究所）
編集委員 ��上田　博之（大阪信愛女学院短期大学）　　　　　　　　　　　金井　博幸（信州大学 ）�
　　　　��近藤　幹也（東京都立産業技術研究センター）　　　　　　　　小柴　　孝（奈良工業高等専門学校）
　　　　��解野　誠司（和歌山県工業技術センター）　　　　　　　　　　則末　智久（京都工芸繊維大学）
　　　　��堀場　洋輔（信州大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　松岡　敏生（三重県工業研究所）�  
　　　　��山下　義裕（滋賀県立大学）　　　　　　　　　　　　　　　　山本　剛宏（大阪大学）�
　　　　��與倉　弘子（滋賀大学）

 ジャーナル編集委員会
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東海支部　繊維講演会＆岐阜県産業技術センター研究成果発表会  
日　時 　平成 28 年 4 月 19 日（木）13.00 ～ 16.30
会　場 　岐阜県産業技術センター 3F講堂（岐阜県羽島郡笠松町北及 47）
内　容

1．講演（13.10 ～ 15.10）　
　アゾ染料の規制と日本の繊維産業の対応
　　　�  （ 株 ） ワコール　品質保証部 （繊維産業連盟 「環境 ・安全委員会」 主査 ） 長　　保幸

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」（家庭用品規制法）により，繊維製品及び皮革（含む毛皮）
製品での一部のアゾ染料の規制が平成 28 年 4 月 1 日より施行されます．欧州や中国では既に規制されており，日
本でも同様の対応を図るための側面があります．この規制では，試売によって対象製品の順守状況の確認が行わ
れ，違反品があれば製品の回収が命じられることとなります．今回は規制制定の経緯，規制の内容，日本及び世界
での対応を紹介します．

２．研究成果発表会 （1５.2５ ～ 16.1５）
　（1）軽量・高保温性繊維素材の開発 �  専門研究員　中島　孝康

羽毛の代替品となるような軽量で保温性の高い繊維素材の開発を目的として，粒綿の試作を行いました．
　（２）炭素繊維複合材料（CFRP）用繊維状中間材料の開発 �  主任専門研究員　林　　浩司

複雑な形状を持つ CFRP 製品を開発するため，炭素繊維と熱可塑性繊維を複合化した糸を使用したニット
　生地，及びその生地から製作した立体成型用平板の開発を行いました．

　（３）未利用資源を活用した快適機能性繊維の開発 �  主任専門研究員　山内　寿美
竹や間伐材などを利用した不織布の作製とその機能性を探りました．

　（４）環境対応型ハロゲンフリー難燃繊維の開発 �  専門研究員　立川　英治
非ハロゲン系難燃剤を混練したポリエステル繊維を溶融紡糸し，その難燃性と糸物性を評価しました．

３．所内見学 （希望者のみ ）（16.2５ ～ ）
主　催 　日本繊維機械学会東海支部，岐阜県産業技術センター
参加費 　無料
申　込 　企業名・機関名，住所，TEL・FAX，所属部課・役職，氏名をご記入の上，FAX にて 4 月 15 日（金）まで
　　　　にお申し込み下さい．
問合せ・申込先 　岐阜県産業技術センター　繊維部　立川・奥村

　　　　　　　　TEL.058-388-3151，FAX.058-388-3155

委 員 長 ��迫部　唯行（ユニチカ）
副委員長 ��岡本　陽子（神戸女子大学）
　　　　��勝圓　　進（倉敷紡績）
編集委員 ��一田　昌利（京都工芸繊維大学）�   乾  　明子（カケンテストセンター）�　大萩　成男（和歌山県工業技術センター）
　　　　��岡田　倫子（滋賀県東北部工業技術センター）�   勝　　真理（アシックス）�   鈴木　芳史（帝人）
　　　　��髙橋　朋子（旭化成せんい）�   辻本　明彦（TＭTマシナリー）�   中川　　隆（村田機械）
　　　　��峯村　慎一（東洋紡）�           村井　大輔（消費科学研究所）
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FMC ４月度セミナー��

FＭC（ファッション素材センター）の 4 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．
日　時 　平成 28年 4月 8日（金）18.15～20.00
会　場 　大阪産業創造館 5F 会議室 AB（大阪市中央区本町 1-4-5）
内　容 　2017 年春夏シーズンのファッション・雑貨・ライフスタイルについてのトレンド分析と解説

　パリ・ミラノ・フィレンツェ・アントワープなどの注目すべきショップや展開商品情報とメゾン・エ・オ
ブジェ展，WHO’S�NEXT 展の詳細情報の分析と紹介，そしてそこから見える次期シーズンのトレンドや
重要なキーワードを，ライフスタイル・雑貨・ファッションなど広い視野から分析し解説します．

講　師 　デザイン・野口企画主宰　ファッションプロデューサー　野口　貴弘
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 　「FＭC 4 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，3 月 25 日（金）
　　　　までに E-mail にて下記宛てお申し込み下さい．
申込先 　大阪樟蔭女子大学　被服学科内　FＭC 事務局
　　　　E-mail：fmc.office.mail@gmail.com

2016 年 TES 試験の実施計画��

繊維製品品質管理士（Textiles�Evaluation�Specialist�＝ TES）は，昭和 56 年度に通商産業省の告示（平成 9 年 12
月 18�日廃止）に基づいて生まれたもので，消費者に供給される繊維製品の品質・性能の向上を図ったり，繊維製品�
の品質について消費者からクレームが出ないように，それらの製品の製造や販売を行う企業のなかで活躍するスペ�
シャリストです．その狙いは企業活動の合理化，消費者利益の保護，企業と消費者の信頼関係の改善にあります．
試験日 　平成 28年 7月 17日（日）
日　程 　4 月 1 日
願書の受付期間 　5 月 10 日～ 20 日
試験結果発表 　9 月中旬
認定証の交付 　�11 月 1 日
試験会場 　東京試験場　　文化学園大学�　　　　　

　　　　　名古屋試験場　椙山女学園大学�　　　　　
　　　　　関西試験場　　京都女子大学�　　　　　
　　　　　福井試験場　　福井大学�文京キャンパス�　　　　　
　　　　　倉敷試験場　　倉敷ファッションセンター，倉敷市児島産業振興センター
　　　　　福岡試験場　　福岡商工会議所
受験資格 　学歴・年齢を問わず誰でも受けることができます．
その他 　詳細は一般社団法人日本衣料管理協会の�HP�をご参照下さい．

JTCC　TES（繊維製品品質管理士）受験講習会��

TES 本試験の対象となる全領域について，各分野の専門技術士が担当して講義を行います．難関とされる事例解
析と論文の指導を特に充実させるべくカリキュラムを編成しており，全講義が終了した後に，本試験と同じ要領で模
擬試験を行い，解説と添削指導を行います．
内　容 　大 阪 会 場：4 月 2 日～ 6 月 11 日（土曜日 7 回），大阪産業創造館
　　　　名古屋会場：4 月 2 日～ 6 月 4 日（土曜日 7 回），愛知県産業労働センター会議室
　　　　東 京 会 場：5 月 8 日～ 6 月 25 日（土曜日又は日曜日 7 回），タワーホール船堀及び江東区文化センター
　　　　福 岡 会 場：4 月 9 日～ 6 月 18 日（土曜日 7 回），JR 博多シティ会議室
問合せ先 　JTCC 本部　TEL.06-6484-6506，FAX.06-6484-6575
その他 　詳細（費用など）については JTCC ホームページを参照下さい．
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全訳
・紫外線防御のための二酸化セリウムナノ粒子による天然綿セルロースの電界紡糸ナノファイバーの機能化

抄録
・綿の繊維長確率分布における有限混合モデルの利用
・PTT/PET二成分フィラメントのクリンプ形成に影響する諸因子
・コンパクト−ジェット , コンパクトおよび通常のリング紡績糸の比較
・サイジングによる糸の力学的および変形的性質変化の解析
・スパンライクかさ高加工糸製造へのスチームの利用の研究
・糸のエントロピーとバルク（かさ高）
・糸の欠点分類 : 多重プロジェクションを用いる信号処理法
・ラベル市場向けの新型エアージェット技術
・ランダム - ベロアニードリングにおけるパンチング力の解析
・トウシューズ用材料の機械的性質の比較分析�
・ヒートセットがナイロン製床敷物の染色堅ろう度に及ぼす影響
・染色綿織物の堅ろう度と抗菌性を向上する新しいプラズマスパッタリング法
・マイクロカプセルの埋め込みを改善するためのエアプラズマ処理による竹繊維編地の機能化
・酸化チタンの体質顔料で処理した綿とスパンデックス混紡編物の紫外線防護性と光透過性
・過酸化水素用の銅系触媒を用いた綿織物の低温漂白
・ヘミシアニン蛍光染料を用いたワンステップ処理における綿の染色と防しわ加工の統合
・BTCAによる綿布の防しわ加工 - 補酵素の影響
・環境にやさしい新たな綿の調製法としのオゾン化の評価
・D- π -A型の 2つのモノアゾ分散染料の結晶学的研究
・捺染用キビ糊の抽出、特性分析および評価
・三色刺激システムに基づく皮革染色の色予測のための人工ニューラルネットワーク
・綿の反応染料による非水系染色法
・ポリプロピレン製ニードルパンチ不織布の特性に及ぼすパンチ密度の影響
・建設業界および運輸業界で使用される再生可能な繊維製敷物のための持続可能な設計法に関する方法論
・種々の温度下における 3次元矩形組紐コンポジットの熱機械的挙動の数値解析
・新しく開発されたソフトなアラミド布をバッキングとする多軸ノンインターレース／ノン Z　E ガラス／ポリエス
　テル複合材料および 3D織布カーボン／エポキシ複合材料の防弾性能の実験的検証
・種々の洗濯製剤で洗った PLA編地のKES 計測
・植物性綿夾雑物フーリエ変換赤外線マクロイメージング
・糖尿病ウィスターアルビノ負傷ラット用のデキストリン、rhEGF、アルギン酸塩ビーズを強化したシルクハイド
　ロゲルのキャラクタリゼーションと in�viro 評価
・繊維の技術により製造された組みひも糸構造を使った傷のモニタリング
・アクリロニトリルおよび 4- ビニルピリジンの 2 成分混合液を用いてグラフト共重合された綿織物の抗菌、難燃お
　よび物理化学特性
・水からの溶存酸素除去のための疎水性ポリ（ビニリデンフルオリド）-�SiO2 混合マトリックス膜の調製および特性
・セルロース -g-PＭOTAC共重合体の調製および凝集挙動

購読を希望の方は日本繊維機械学会事務局までご連絡下さい .

委 員 長 ��米田　守宏（奈良女子大学）
委　　員 ��安倍　俊三（安倍技術士事務所）�   岡野　志郎（日本繊維製品品質技術センター）�  安井　康二（元カケンテストセンター）
　　　　��山崎　　隆（京都教育大学名誉教授）�  和田　邦身（元カケンテストセンター）

 海外資料研究委員会
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