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繊維学会，日本繊維機械学会，日本繊維製品消費科学会の一法人化を視野に入れた議論開始について
日頃より，繊維学会，日本繊維機械学会，日本繊維製品消費科学会（繊維系三学会）の活動にご理解とご協
力を賜り，誠にありがとうございます。
繊維系三学会では会長，副会長，事務局長をメンバーとする連絡会を定期的に開催し，それぞれの学会が抱
える諸問題や現状認識について情報共有を図って参りました。2020 年 8 月 29 日の連絡会において，(１)学会
活動に参画する人材の確保と育成，(２)社会情勢の変化に左右されない財政基盤の確立，(３)グローバルな時
代に対応する国際的活動の強化が，きわめて喫緊の課題となっていることが共通の認識となり，一歩進んだア
クションとして，三学会ワーキング（WG）を結成し，連携して問題解決に挑む取り組みを始めることを決し
ました。
これを受けて慎重な議論を重ねた結果，諸問題を解決し，新しい時代に向けて末永く繊維系学会を維持・発
展するためには，各学会の特徴ある伝統を守りながらも，繊維原料から消費に至る広範な領域にわたって三学
会が築き上げてきた英知を結集し，今後のビジョン・ミッションを明瞭にした上で，統合・一法人化すること
を視野に入れた議論を始める必要があるとの判断に至りました。そして，各学会の理事会にて，その議論開始
の可否について諮り，了承を得たところです。
繊維系三学会がそれぞれのよさを持ち寄って，新たな魅力ある学会を創生することが可能となった場合，統
合され新たに生まれる学会では，広範な領域の研究者・技術者が集うことで，従来の枠組み（川上・川中・川
下，産学官等）を超え，世界に向けた価値提案，社会的問題解決，及び他分野と連携した新学術分野の創成に
向けて会員が国際的に活動する場として機能することや，次の時代を担う人材育成にも寄与することが可能
となります。また，統合・一法人化の副次的な効果として，財政面，運営面での効率化が達成され，持続的に
発展していくための基盤を確かなものとすることができると考えます。今こそ，各学会の会員の皆様にとって，
より魅力的な，新時代に相応しい学会へと変貌するチャンスではないでしょうか。
一法人化に向けての検討にあたり，解決すべき課題は多くありますが，生活必需品であるだけでなく，地球
環境を支える様々な関連技術の中核を担う存在でもある「繊維」の学問を追求する，繊維系学会のあるべき姿・
活動目標を明確にして，国際的にも高いポジションを維持しつつ，魅力ある新たな価値の創出と発信を実現し，
学理の面から社会をリードする学術団体の構築を検討していく所存です。
会員各位におかれましては，繊維系三学会が抱える諸課題を踏まえ，三学会の一法人化を視野に入れた議論
を始めることに関し，ぜひともご理解を賜りますよう，お願い申し上げます。
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繊維学会，日本繊維機械学会，日本繊維製品消費科学会の
一法人化に向けた検討の進展について
日頃より，繊維学会，日本繊維機械学会，日本繊維製品消費科学会（繊維系三学会）の活動へのご

理解とご協力に対し，厚く御礼を申し上げます。

2021 年 5 月 21 日に，三学会の web サイトに「繊維学会，日本繊維機械学会，日本繊維製品消費科学

会の一法人化を視野に入れた議論開始について」の文書を掲載してお知らせするとともに，総会・学会
誌でもお伝えしましたように，繊維系三学会では，会長・副会長・事務局長による会議で，一法人化に

向けた議論を進めてきた結果，三学会（三法人）が合併，一法人化して新たな学会を創生することには
大きな価値があるとの結論に至りました。

人類の生存に不可欠な衣食住，地球環境を支える繊維及び関連した学問領域の研究者・技術者には，

時代や環境の変化に対応していくために新たな価値，イノベーションを持続的に創出していく責務があ
ります。我が国の繊維業界を学理の面からリードし，国際的にも高いポジションを占める学術団体を構
築していくことが，世紀を跨ぐマクロな視点に立った本会議の議論の総意であり，その方法論として繊
維系三学会が培ってきた英知を結集し未来に向かっていくことが，最良の選択であると考えます。従来
の枠組みを超え多様性を獲得した新学会は，世界に向けた価値提案，社会的問題解決，及び他分野と連

携した新学術分野の創成に向けて会員が国際的に活動する場として機能し，その存在価値を明確に発信

することで人々を惹きつけ，次の時代を担う人材を持続的に育成することが可能と信じます。

各学会の会員の皆様にとっても魅力的な，新時代に相応しい学会になるべく，合併後の新学会につい

て具体的な検討に入るべきとの考えから，2021 年 6 月 21 日に開催された，第６回繊維系三学会統合検

討会議（元三学会ワーキング，メンバー：三学会の会長・副会長・事務局長）において，個別の事項に

ついて検討する以下のワーキンググループ（ＷＧ）を設置しました。
（１）学会誌検討ＷＧ （２）論文誌検討ＷＧ

（３）年次大会検討ＷＧ （４）催事・研究(委員)会

検討ＷＧ （５）国際化ＷＧ （６）事務局検討ＷＧ

現在，各学会から選出された６～８名のメンバーにより，それぞれのＷＧで様々な検討がなされてい

るところです。各学会には，それぞれの特徴があり，一法人化に向けての課題は難題ばかりですが，そ
れぞれの学会の事情や立場に縛られるのではなく，時代が激しく変化している中，今後，
「繊維」を冠す

る学会がどうあるべきか，新しい学会はどのような姿であるべきか，といった観点からの議論がなされ
ています。

まだ統合後の新学会の具体的な姿をお示しできる段階ではありませんが，会員各位におかれましても，

繊維系三学会の一法人化の議論を進めることに関して，ご理解を賜りたくお願い申し上げます｡また，
ご意見等ございましたら，理事・事務局を通じて，お寄せいただければ幸いです。
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繊維学会、日本繊維機械学会、日本繊維製品消費科学会の会員の皆様
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繊維系三学会の合併（一法人化）に向けての検討の進展状況のご報告
繊維学会、日本繊維機械学会、日本繊維製品消費科学会では、2020 年 8 月以降の、会長、副会長、
事務局長による何度かの話し合いで、新しい時代に向けて末永く繊維系学会を維持・発展するために
は、各学会の特徴ある伝統を守りながら、三学会が築き上げてきた英知を結集し、合併・一法人化し
て新たな学会を創生することが必要であり、また、大きな価値創造につながるとの結論に至りまし
た。
その後も、「繊維系三学会統合検討会議」を毎月開催するとともに、個別の事項については、次の
ワーキンググループ（WG）を設置して検討を続けてまいりました。
(1)学会誌検討 WG

(2)論文誌検討 WG

(4)催事・研究(委員)会検討 WG

(3)年次大会検討 WG

(5)国際化 WG

(6)事務局検討 WG

このことは、2021 年 5 月 21 日および 9 月 29 日に三学会の web サイト、また学会誌（第 7 号、
第 10 号）に掲載してお知らせしてきたとおりです。
三学会が合併することにより研究発表や交流の場が大きくひろがり、繊維関連の生産から消費に至
る広範な領域の関係者が結集できます。また、他分野との幅広い連携も主体的に進めることができま
す。このことで、繊維に関連するあらゆることを学理の面からリードし、繊維関連研究の推進と効率
的な情報発信や産学官協働による新たな価値の創造と繊維業界の活性化を図り、国際的にも高いポジ
ションを占める学術団体を構築します。三学会のこれまでの活動をあまねく継承し、発展的に拡大し
た新たな学会を誕生させることで、次代を担う人材の育成にも貢献できます。
上記 WG などでの検討の結果、下記のような方針のもと、三学会の合併を進めていきたいと考えて
おりますので、会員の皆様にお伝えするとともに、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。なお、ご
意見・ご質問がございましたら、所属学会の事務局までお寄せいただければ幸いです。
記
【法人の合併について】
◆法人法に基づき、三学会（三法人）の合併を、三学会間で合併契約を締結して実現する。
◆法律に基づく合併の手続は、各学会において、理事会の議を経て総会で承認することにより進める
ことになる。
◆2023 年 4 月 1 日付での合併を目指す。
【学会名】
◆新学会の学会名は、繊維系の三学会が合併し、日本の繊維分野を主導することから、「日本繊維学
会（The Society of Fiber Science and Technology, Japan）」とする。

【新学会の体制】
◆新学会の役員（理事・監事）は、これまで主に活動してきた学会に関してのバランスを勘案して選
任する。
◆三学会それぞれにある組織（委員会・支部など）は、できるだけ統合するとともに、三学会からの
豊富な人材に貢献いただき、これまで各学会が運営してきた事業が継続できるよう努める。
【論文誌】
◆IF（インパクトファクター）維持の観点から、繊維学会の JFST（Journal of Fiber Science and
Technology）をほぼそのまま残し、近い将来に英文専用論文誌にする。
◆多様な投稿機会を提供するために、和文中心の２誌目の論文誌を刊行し、これを、日本繊維機械学
会・日本繊維製品消費科学会の論文誌の後継誌として位置づける。
◆２誌とも、投稿分野は同じとし、これまでの三学会の論文誌の分野とする。
【学会誌】
◆現行は、三学会がそれぞれ年 12 冊の冊子を発行しているが、１誌に統一し、毎月発行する。
◆これまで三学会が掲載してきた分野のバランスを考慮し、多くの読者の興味をカバーした構成とす
る。
◆当面は、冊子体での発行とする。
【研究発表会】
◆６月頃に年次大会（東京を予定）、秋に秋季研究発表会（関西を予定）を行う。
◆発表募集の内容や発表セッションは、これまで三学会が扱ってきた分野をほぼ継続し、従来通りの
研究発表ができるようにする。
【催事】
◆三学会の企画を担当してきたそれぞれの委員会は、「企画委員会」として一本化する。
◆企画委員会の中に、講演会の企画を担当する講演分科会と、基礎的な講座の企画を担当するテキス
タイルカレッジ分科会を設置し、これまで三学会が行ってきたものを統合して実施する。
◆夏季セミナーを支部（関東支部・関西支部も含む）持ち回りで開催する。
【研究会・研究委員会】
◆三学会にある研究会や研究委員会は、当面は現状のまま継続する。
【国際化】
◆今後の国際化を推進すべく、新たな組織を確立し、国際会議、国際連携の推進を行うとともに、国
際シンポジウムも計画する。
【事務局】
◆事務局は、当面は東京と大阪の２事務局体制とする。
以上

繊維系三学会の合併（一法人化）に関する意見交換会の開催について

日本繊維機械学会 会員のみなさま
平素は学会活動にご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。
日本繊維機械学会、繊維学会、日本繊維製品消費科学会では、2020 年 8 月以降の、会長、副会長、事務局長に
よる何度かの話し合いで、新しい時代に向けて末永く繊維系学会を維持・発展するためには、各学会の特徴ある
伝統を守りながら、三学会が築き上げてきた英知を結集し、合併・一法人化して新たな学会を創生することが必
要であり、また、大きな価値創造につながるとの結論に至りました。その後も、
「繊維系三学会統合検討会議」
を毎月開催するとともに、個別の事項については、ワーキンググループ（WG）を設置して検討を続けてまいり
ました。
本件につきましては、2021 年 5 月 21 日、 9 月 29 日、2022 年 3 月 10 日に三学会の WEB サイト、また学会誌
（2021 年 7 月号、10 月号、2022 年 3 月号）に掲載のとおりです。
WEB サイト
2021 年 5 月 21 日：https://tmsj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/765bd3360e6e0e3452475353030328bb-1.pdf
2021 年 9 月 29 日：https://tmsj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/2021.09.29.pdf
2022 年 3 月 10 日：https://tmsj.or.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.10.pdf
此度、合併（一法人化）に向けての検討の進展状況をご報告させていただき、会員の皆様からのご意見をお伺い
するとともに、ご質問にお答えする意見交換会を開催することといたしました。
ご多用な折とは存じますが、ご出席くださいますよう、よろしくお願いいたします。
記
意見交換会
【開催日時】第１回 ４月１７日（日）１０：００～１２：００
第２回 ４月２１日（木）１７：００～１９：００
第３回 ４月２３日（土）１０：００～１２：００
※３回とも同様の説明を行います。都合のよい日程でご参加ください。
【開催方法】オンライン開催（オンラインツールは Microsoft Teams を使用します）
【申込方法】参加を希望される方は、学会事務局（info@tmsj.or.jp）まで、メールにてお申込みください。
お申込みを頂いた方に、Teams の招待メールをお送りします。
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「繊維系三学会の統合に関する意見交換会について」
一般社団法人日本繊維機械学会

日本繊維機械学会，繊維学会，日本繊維製品消費科

り，英語名称については繊維学会の英語名称をそのま

学会では，2020 年 8 月以降，会長，副会長，事務局

ま残すことになりました．

長を中心に話し合いを重ね，WG などでの検討も行

回答

い，三学会の合併を進めていくことになりました．新

新しい和文論文誌の名称は，それぞれの学会の象徴

学会の学会名は，繊維系の三学会が合併し，日本の繊

的なキーワードを一語ずつ付けた「Journal of Fiber,

維分野を主導することから，「日本繊維学会（The

Textile and Apparel」を検討しています．学会英語

Society of Fiber Science and Technology, Japan）」と

名称に反映できたら一番良かったのですが，特に若い

し，2023 年 4 月 1 日付での合併を目指しております．

先生方は IF が付いた論文誌に投稿したいということ

本件につきましては，2021 年 5 月 21 日，9 月 29 日，

もあり，若い先生方への配慮でもあります．JFST は

2022 年 3 月 10 日に三学会の HP および学会誌（2021

英文論文誌を目指し，IF を上げることを目指します．

年 6 月号，10 月号，2022 年 3 月号）に掲載し，お知
質問（ 2 ）

らせしてまいりました．
日本繊維機械学会では，2022 年 4 月 17 日（日），21

三学会が統合することは大きな出来事であり，昔か

日（木），23 日（土）に，繊維系三学会の統合に関す

ら統合に関する話はあったが，よくここまで進められ

る説明および意見交換会を，Teams によるオンライ

たと思う．このような方向で進めてほしい．この日本

ンで開催いたしました．各意見交換会ではご参加の皆

の動きに対して海外の学会などの声はどうですか？

様より，ご質問・ご意見を頂戴しました．どうもあり

回答

がとうございました．ご質問に対する回答をまとめま

現在，海外には周知できていない状況であり，今

したので，ご報告いたします．

後，検討を行います．
回答
これまで海外からの参加者は，三学会のどこにアク

意見交換会（第 1 回）Q&A

セスすれば良いのか見えづらかった．一法人化するこ

開催日時：2022年4月17日（日）10時00分～11時00分

とによってゲートウェイが一つとなり，海外からのコ

参加人数：18 名

ンタクトが容易になります．また，学会側からの情報
発信も加速する期待を持っています．

質問（ 1 ）
学会の英語名称「The Society of Fiber Science and

質問（ 3 ）

Technology, Japan」には，Fiber のみが記載されてい

産業界は歓迎している声が大きいと思いますので十

ます．今回，繊維の川上から川下までの学会が統合す

分に考えて進めてほしい．それぞれの学会の会費が異

る．繊維業界では Fiber & Textile という表現が使用

なりますが，会費はどうなりますか？

されることが多いと思う．我々も名刺には Fiber &

回答

Textile という表現を使用することが多いですが，検

産業界は，長引くコロナの影響も受けて，似たよう

討されたのでしょうか？

な三学会への費用負担についての意見もありました．

回答

産業界からは，一法人化に前向きなコメントを頂戴し

かなりの議論を行いましたが，論文誌のインパクト

ている．会費は，財務シミュレーションを立てて慎重

ファクター（IF）を維持することが大きな要因です．

に決めなければなりません．一番高額なところに合わ

全体を網羅した学会名を検討しましたが，発行元の学

せるなど単純な話ではなく，多少増額になったとして

会名が変更になると IF の維持ができない可能性があ

も一法人化したスケールメリットを感じていただける
35
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報 告 記

会費を検討しています．

ジョン・ミッションを公開できる予定であり，それを
見ていただいてアドバイスをいただければ幸いです．

質問（ 4 ）
質問（ 6 ）

先日，繊維学会の説明会に参加し，三学会の財務状
況の実情を知りました．財政的に健全になるように進

統合は大変な仕事であり，ご尽力いただいて有難う

めてほしい．

ございます．以前に統合問題について他学会と議論し

回答

たことを思い出しました．10 年経ってやっと統合を

日本繊維機械学会では，コロナ禍でも行事を行い，

するのかと感慨深いものがあります．三学会ともの会

企業様にも変わらぬサポートを頂戴し，黒字収支が続

員であるが，10 年前は統合ではなく吸収されるよう

いており，財務状況は非常に良好です．

な内容であったため，懸念を抱いたこともありまし

回答

た．三学会が合併することによって新しいことが生ま

各学会に特徴があり，それぞれの良いところは踏ま

れないといけない．それぞれの学会の伝統を守りなが

えつつ，継承しながら，財政的にも安定するように進

ら，特徴を活かして進めてもらいたい．統合後の会員

めたいと考えています．事務局の問題もあるが，特に

数は何人になりますか？

日本繊維機械学会は，多くの行事を開催してきた歴史

回答

があり，これからもさまざまな行事がスムーズに進行

2019 年度のデータではありますが，繊維学会が 1112

できることが大切です．金銭面では見えない面も含め

名，日本繊維製品消費科学会が 691 名，日本繊維機械

て運営しやすい方法で進めていければと思っています．

学会が 664 名です．重複している会員を鑑みて 1979
名を想定していますが，シミュレーションでは控えめ

質問（ 5 ）

に 1700 名で計算しています．
回答

先日の繊維学会の説明会に参加しました．繊維学会
では慎重論もあり色々な意見交換を行っていました．

延べ人数では 1979 名ですが，一学会のみの会員が

一法人化のメリット・デメリットを説明された時は，

継続いただけるか不透明な部分があり，10％程度の人

効率化などの説明が多くみられました．三学会それぞ

が退会することも否めないことを想定して財務シミュ

れにアカデミズム的な特徴があると思います．一法人

レーションを検討しています．

化して特徴が融合するとどんな新しい学会になるの
か，どのようなメリットが生まれるのかなど，理念的

意見交換会（第 2 回）Q&A

な説明が少なかったように思います．一部では統合の
良さを感じていない人がいるのではないでしょうか．

開催日時：2022年4月21日（木）17時00分～18時00分

今後具体化されていく中で，新学会の日本繊維学会の

参加人数：19 名

理念やアカデミズムの面で期待できることを打ち出し
質問（ 7 ）

て，説明していただければ納得しやすいのではないか

会費や収支に関する進展はありましたか？

と思いました．

回答

回答
現在，ビジョン・ミッションを作成中です．具体的

各学会で会費が異なります．一番高額なところに合

なアクションプランを総会までに示せるように調整し

わせるなどではなく，一法人化したスケールメリット

ています．一法人化したら，このようなよいことがあ

を体感していただき，多少増額になったとしても納得

る，このような新しいことができるということを皆様

していただける会費を検討しています．法人会員費も

にお伝えしたいと思っています．

柔軟に対応できるような施策を検討しています．広告

回答

費については企業の負担を抑えつつ，効果を体感いた

日本繊維機械学会では，日本繊維機械学会の統合検

だけるように検討しています．一法人化後の会員規模

討会議の参加メンバーあるいは学会理事から，実際に

は，延べ人数は約 2000 名ですが，一学会のみの会員

議論を開始する前に，どのようなビジョン・ミッショ

に継続していただけるか不透明な部分があり，ある程

ンを持って一法人化を考えるかについてしめすべきと

度の人が退会することも否めないことを想定して，会

いうことを 1 年半前から強く推してきました．最近よ

員数 1700 名で財務シミュレーションを検討しています．

うやくコンセンサスが取れつつあります．近々，ビ
36
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質問（ 8 ）
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意見交換会（第 3 回）Q&A

2 事務局体制のイメージがわかないので説明してい
ただきたい．

開催日時：2022年4月23日（土）10時00分～11時01分

回答

参加人数：14 名

各学会がそれぞれ東京，大阪で行事や研究会などを
質問（10）

開催しています．各学会の事業は継承して行う予定で

会長，副会長のみなさま，様々な調整や WG を進

あり，少なくとも当面は大阪と東京で事務局が必要で
あると考えています．

めていただき有難うございます．企業の立場では一法

回答

人化について賛成です．現在，学会誌編集委員を担当
していますが，新しい学会誌の誌面構成や編集委員会

繊維学会は東京にマンションの一室を事務局として
構え，日本繊維製品消費科学会は大阪にマンションの

の運営形態を教えてください．

一室を事務局として構えています．日本繊維機械学会

回答

は大阪科学技術センター内に事務局を構えています．

学会誌は毎月 1 号の刊行を予定しています．誌面構

学会業務の対応，会員の方と直接的な対応を行う機会

成は，巻頭言，解説，レポート特集，製品紹介，報告

もあり，まずは 2 事務局体制が必要であると考えてい

記，編集後記，会告などを検討しています．一法人化

ます．大阪の事務所は，会議室の利用・予約の便利

後は，カバーするエリアが広くなるため，どの方に

さ，会議室利用料金の割引があること，アクセスの良

とっても読む記事がないということがないように，川

さなどから，大阪科学技術センターの利用を考えてい

上，川中，川下分野を網羅できる内容を検討していま

るところです．

す．誌面のボリュームは現在の 1.5 倍程度を予定して

回答

います．現在，三学会の編集委員長ならびに関係者に
て，新学会の学会誌編集委員の検討を行っているとこ

一法人化後，財務的に厳しくなった場合は，もちろ
ん１事務所にすることも考えなければならないと思い

ろです．

ますが，現時点では 2 事務所で運営を行う予定です．

意見
三学会の統合に関しては，会長，副会長を中心に真

質問（ 9 ）

摯な議論を繰り返しています．日本繊維機械学会の理

各学会の臨時総会で三分の二の賛同が必要でしょう

事会が一致団結して，日本繊維機械学会の事業の継承

か？また，どこかの学会の総会で賛同が得られない場

と発展について真剣に取り組み，日本の繊維に関連す

合の想定はされていますか？

る今後のために議論していることを目の当たりにして

回答

います．引き続きよろしくお願いします．

全ての学会の臨時総会で三分の二の賛同が必要で
以上

す．三学会が統合することを提案していますので，総
会で一つでも賛同が得られない学会がある場合は，統
合は実現できないことになります．今は，賛同を得ら
れるように努力しているところです．
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繊維系三学会統合とビジョン・ミッションの策定
繊維系三学会（繊維学会、日本繊維機械学会、日本繊維製品消費科学会）
では、現状認識に基づいた議論の中で、人類の生存に不可欠な衣食住、地球
環境を支える繊維及び関連した学問領域の研究者・技術者には、時代や環境
の変化に対応していくために新たな価値、イノベーションを持続的に創出していく
責務があることを確認した。その実現のためには、我が国の繊維及び関連する業
界を学理の面からリードし、国際的にも高いポジションを占める学術団体を構築
していくことが、世紀を跨ぐマクロな視点に立った場合の総意であり、その方法論
として繊維系三学会が一法人化して新たな学会を創生し、それぞれがこれまでに
培ってきた叡智の結集と伝承を確実に実行し、方向性を一つにして未来に向かっ
ていくことに大きな価値があるとの結論に至った。従来の枠組みを超え多様性を
獲得した新学会は、世界に向けた価値提案、社会的問題解決、及び他分野と
連携した新学術分野の創成に向けて会員が国際的に活動する場として機能し、
その存在価値を明確に発信することで人々を惹きつけ、次の時代を担う人材を
持続的に育成することが可能と信じる。
一つとなった新学会（日本繊維学会）の目的は、繊維に関連するあらゆる学
理とその応用の進歩普及をはかり、学術、文化及び産業の発展を通して、豊か
な社会の実現に寄与することである。その達成のためには、中長期的な展望を基
礎として、取り巻く環境や社会ニーズの変化に順応し進化していくことが重要であ
ることから、2030 年を見据え、新学会のあるべき姿（ビジョン）とそれを見据え
た行動目標（ミッション）を整え、会員に示すことにした。
さらに具体的なアクションプランに関しては、近日中に報告する。

日本繊維学会 ビジョン・ミッション
繊維関係者の叡智を結集しさらなる学理の探求と
繊維を軸とした学術・文化・産業のイノベーション促進により
未来社会を見据えた価値創造を強力に推進

～繊維の叡智を結集し、未来社会を見据えた新たなフェーズへ～
１．ビジョン︓

・ 繊維及び繊維関連の研究者・技術者が集結する場であり、相互尊重と相互啓発しながらその叡智
を結集し、他分野とも連携しながらさらなる学理を探求する。
・ 繊維を軸として、多様なステークホルダーを巻き込んで学術・文化・産業のイノベーション促進により未
来社会を見据えた価値創造を強力に推進することで、日本の繊維産業を支え牽引する。
・ 世界に向けた価値提案、社会的問題解決、及び他分野と連携した新学術分野の創生に向けて会員
が国際的に活動する場として機能し、その存在価値を明確に発信する。
・ 知の継承と繊維関連教育への積極的なコミットにより、次の時代を担う人材を持続的に育成する。
・ 学理の探求から社会実装し、社会実装から新たな課題を抽出し、さらなる学理探求へ循環させる仕
組みとする。
より激しくなった社会変化に対応できる強靭でしなやかな学会運営を可能とし、グローバルな情報発
信、情報収集も進めることで、繊維および関連産業のオピニオンリーダーとしての役割を果たし、次世代
の会員が活躍できる場を目指す。学理の探求を基軸に、ニューノーマルに適応し魅力ある新たな価値
創造を発信する場としての「繊維イノベーションエコシステム※」の実現を目指す。

２．ミッション︓

・研究発表の機会と議論・交流の場を提供
広範な領域の研究者・技術者が集う日本繊維学会では、研究発表、情報発信と交換、知の伝承
という従来の役割を果たしつつ、face-to-face で人と人をつなげ、1 人や 1 分野だけではできない
（この学会でしかできない）価値創造や問題解決を可能とする場を提供する。
・重点分野を策定し、課題解決に向けた体制作り
従来の枠組み（川上・川中・川下、産学官）を超え、社会への価値提案（あるいは社会的問題
解決）・新学術分野創生に向けて会員が活動する場として機能する。
・次世代を担う若手育成のスキームの確立
学会誌等により時代に対応した情報提供と知の伝承を図り、繊維科学技術の魅力と実力、そして
学会の存在価値を明確に発信して人を惹きつけ、次の時代を担う人材を育成する。
・論文誌の充実
Journal of Fiber Science and Technology (JFST)は、国内外で活躍する研究者の投
稿を促し、繊維系トップジャーナルを目指すとともに、和文中心の２誌目の論文誌を刊行し、多様
な投稿機会を提供する。
・2030 年に向け行動目標を明確にする
繊維分野ならびに繊維を軸とした融合分野における研究・技術開発や関連事業における重点項
目を定め、持続可能な開発目標(SDGs)に対応させ、学会活動を通じた SDGs 達成を目指す。

※

繊維イノベーションエコシステム

イノベーションエコシステムとは、行政、大学、研究機関、学会、企業、金融機関などの様々な組織や個人が相互に
関与し共栄を図りつつ、絶え間なくイノベーションが創出される生態系システムのような環境・状態をいう。

以下の 4 フェーズをスパイラルアップしながら、イノベーション促進に資する知・人材・モノ・情報等の
好循環を目指す。
① 学術の進歩発展 ︓繊維に関連する種々の課題解決のための学理を探求する。
② 産業の発展
︓産学官コミュニティの連携による研究・技術開発事業等を推進する。
③ 社会への貢献
︓得られた成果から多様な社会実装を実現する。
④ ニーズの発掘
︓ニーズ・課題を発掘する仕組みを構築する。

