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2022 年 6 月 2 日（木），3 日（金）の 2 日間，大阪
科学技術センターにおいて，一般社団法人日本繊維機
械学会の第 75 回年次大会が開催された．新型コロナ
ウイルスの影響が残る中，当学会の年次大会としては
初めての試みとなる現地会場とオンラインを併用した
ハイブリッド方式での大会開催となった．

今回の大会の準備段階では，新型コロナウイルス感
染の影響により開催方法やセッション内容をどうする
か，発表数・参加者を確保できるかなど懸念事項は多
かった．しかし最終的には参加者は 313 名を数え，発
表件数も 153 件を確保することができた．また心配さ
れたハイブリッド方式による複数会場での同時発表も
大きな問題無く実施することができ，無事 2 日間の大
会を終えることができた．

これは，ひとえに開催準備にご協力頂いた皆さま，
当日の運営にご協力頂いた皆さまの多大なるご尽力の
賜物と感謝している．実行委員長として紙面をお借り
して厚く御礼を申し上げる．

また，オンライン参加の利便性が好まれ，会場参加
者が僅かになることも心配されたが，参加者の半数以
上の 182 名の方が会場に足を運んでくださり盛会と
なったことは，人との交流・絆を重んじる当学会の会
員ならではの結果だと感じる．

前回，前々回の年次大会は，新型コロナウイルスの
感染により，現地会場での対面発表やポスターセッ
ション実施を断念せざるを得なかった．しかし今回の
年次大会では対面による口頭発表，特別講演，ポス
ターセッションを実施でき，前回から新たに加わった
学生セッション，SDGs セッションも開催することが
できた．また，学術奨励賞，ベストポスター発表賞，
SDGs アワードの審査・贈賞も実施され，新型コロナ
ウイルスからの復活を印象付けるにふさわしい心に残
る大会になったのではないかと考える．各セッション
の詳細に関しては続く報告をご一読頂ければ幸甚であ
る．

私自身としては，実行委員長としてははなはだ力不
足であったが，経験豊富な方々に支えて頂くことで重
責を果たせたことに安堵すると同時に，日本繊維機械
学会として最後となるかもしれない年次大会の運営に
携わる機会を頂けたことに，今更ながら何かのめぐり
合わせを感じている．

最後に，今回の年次大会にご参加いただいた皆様，
開催・運営にご尽力下さった全ての皆様ならびにご支
援を賜った協賛企業の各社様に感謝の意を表し，小職
の報告とさせて頂く．�【橋本欣三（TMT マシナリー）】

第 75 回年次大会の特別講演は，京都大学大学院　
農学研究科　准教授の木村政人先生にお願いした．講
演題目は『ゲノム編集技術を活用した養殖の新展開』
であり，繊維とは一見関連がないように思われるが，
天然繊維においては，品種改良によって生産量・品質
の向上を図っており，ゲノム編集技術を用いることで
遺伝子を効率よく改変することで，一層の生産量・品
質向上が期待され，非常に興味のある話題である．

特別講演と言うと，ここ数年は 8 階の大ホールで満
員の聴衆の中で聴講するのが常であったが，ハイブ
リッド開催と言うこともあり，4 階 401 号室での開催
となった．会場で聴講される人は例年より少ないもの
の，コロナ感染対策ということで入室者数を制限して

1．はじめに

2．特別講演会
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いることもあり，401 号室に入室できなかった人は別
室等でオンライン聴講されるほどの人気であった．そ
んな熱気の中で，大ホールとは一味違った，講演者と
聴講者が身近な距離感のもとで，講演が始まった．

まず，講演冒頭で“生き物とは？”の解説から始ま
り，DNA ／遺伝子／ゲノムについて音符を事例に出
して素人にも判り易く解説されたのが印象的であっ
た．これまで，遺伝子組換えとゲノム編集の違いを明
確には理解できていなかったが，今回の説明でゲノム
編集が従来の育種（品種改良）と大きな違いがないこ
とが理解できた．

ゲノム編集の基礎を解説された後に，この方法で養
殖したゲノム編集マダイと通常のマダイの比較事例を
紹介された．ゲノム編集マダイは肉厚で，同じ飼料を
与えても，通常マダイと比べ，体重は 1.2 倍となるが，
飼料利用率は 14％減り，骨体積が 30％減るというこ
とである．骨体積が減るということは，廃棄物がその
分減り，可食部が増えるということであり，環境にや
さしい魚である．話を聞いていて一度食してみたいと
思った方が大勢おられたことと思われる．とは言え，
ゲノムが変化して大丈夫か心配される方に向けて，再
度，自然界でも起こる変化であり，外来の遺伝子を組
み入れる遺伝子組替えとは根本的に異なると力説され
た．

続いて，日本の養殖産業の現状（小規模経営，高齢
化，餌料の高騰など）を紹介し，健康志向および天然
資源保護意識の高まりからくる，世界の養殖業の急成
長とのギャップを指摘された．日本の水産業（養殖
業）が世界と太刀打ちするには，高品質による差別
化・生産性向上で対抗するしかなく，短期間で新たな
品種を作成するには，ゲノム編集技術が必須であると
説いた．

今後，安全に関する懸念を払拭し，ゲノム編集によ
る養殖業を進めていくには，正確な情報を発信してい

く事が重要であるとのことである．正確な情報がない
と漫然とした不安となり，拒否に繋がるため，どの遺
伝子がどのように編集されたかを消費者に正確に開示
することで，安心を高めていくしか無いようである．

また，自然界の変異に比べれば，短期間で育種が行
えると言う事であるが，ゲノム編集したものが主体と
なるまでに数年はかかるという事であり，様々な業界
からの協力でコストを下げて効率よく養殖を進めてい
く必要があるとのことである．

今回，ゲノム編集について詳しくご講演頂いた木村
先生には，今後一層養殖業に貢献されることを切望す
る．また，ゲノム編集が色々な分野に展開していく中
で，天然繊維の品種改良により，生産量と品質の大幅
な向上が図られ，繊維分野でも新しい展開が発展して
いく事を期待する．� 【太田成利（村田機械）】

テキスタイル・アパレルの科学と工学のセッション
では，会場とオンラインを繋いだハイブリッド形式で
2 日間にわたり 25 件（1 日目 12 件，2 日目 13 件）の
研究発表が行われた．このうち会場発表は 14 件，オ
ンライン発表は 11 件であった．

発表内容は，①テキスタイルの開発・性能評価，②
アパレルの開発・性能評価，③繊維製品の計測評価方
法，④製品と人体のインタラクション，⑤ファッショ
ン工学などであった．

①として，肌着用編布の熱移動特性，保冷剤を用い
た布の接触冷感，スペーサーファブリックの物性，ア
ラミド糸の紫外線強度劣化，高強度グリーン材料，蚊
帳生地織物の風合い，水捕集ナノ繊維材料，が報告さ
れた．

②として，紳士用背広服の放熱性能，ファン付き

3．テキスタイル・アパレル科学と
工学セッション
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ウェアの温熱ストレス軽減効果，作業服の色が衣服内
温度に及ぼす影響，腹巻型心電図モニタリングウェア
の電極配置，が報告された．

③として，接触冷感性と繊維の分子構造の関係，ス
キンモデルを用いた衣服内気候計測，動的下肢ダミー
を用いた着心地評価方法，風車ブレードのエロージョ
ンメカニズム，防炎性能試験に関する研究，生地の燃
焼における傾斜角度依存評価，ニューラルネットワー
クを用いた織物の摩擦特性分類，防汚性試験における
視感評価と汚れ付着量の関係，が報告された．

④として，シートヒーターの加温面積と温熱快適
性，布の物性と癒しの関係，布の視触覚クロスモーダ
ル，スライドファスナのしゅう動特性，が報告され
た．

⑤として，凸包による自動生成した 3 次元人台の特
徴分類，廃材使用のアクセサリーに対する消費者のイ
メージ，が報告された．

聴講者は，平均して会場で 20 名程度，オンライン
で 30 名程度おり，いずれの発表に対しても会場，オ
ンラインを問わず質問が寄せられ，活発な議論が展開
されていた．テーマとしては，接触冷感をはじめとす
る熱物性に関するテーマが多く発表され，暑熱対策へ
の関心が高いことが伺えた．また，本セッションは，
例年同様，半数以上が学生発表であり，今後の活躍が
期待される若手研究者の研鑽の場になった．

【丸　弘樹（信州大学）】

繊維機械の科学と工学のセッションでは 2 日目に
13 件の研究発表があった．対面とオンラインのハイ
ブリッド開催で，参加者の減少やディスカッションの
盛り上がりを心配したが，face�to� face の学会を待ち
わびた参加者による突っ込んだ討論があり，また遠方

からのオンライン参加があり・・・と，対面とオンラ
インとの「いいとこ取り」ができたように思われる．
昨年の報告記では「大学からの報告が少ない」と嘆い
たが，今回は 13 件の研究発表の中，企業からの発表
が 5 件，大学・高専からの発表が 8 件と，「学」があ
る程度健闘した．

発表内容は，空気流の数値解析（田上ら，大島ら）
に関する基礎的・学術的な内容から，紡績機における
省エネの取組み事例（井島），稼働データを活用した
遠隔サポート（小林），紡糸機用環状冷却装置の開発

（鈴木）と言った，実用的な内容まで多岐にわたった．
エアジェット織機のよこ入れに関する研究（牧野ら）
は昨年度に続いて丁寧なデータ収集により，また，新
たなインターレース糸の評価（松田）は評価に統計処
理を取り入れた観点から，今後の展開が期待される．
さらに，仮撚における加撚効率の評価（中川ら），巻
取機における風損低減機構（喜成ら），編検の自動化

（若子ら），パイル素材の押込み試験手順の検討（崔
ら）など，産学連携による成果が多く発表され，本学
会の特長が反映されていた．この他，マルチブレイダ
による外殻・隔壁構造組紐作成（近藤ら），織機用ヘ
ルドの騒音・振動特性（宮下ら）に関するものがあ
り，繊維機械の守備範囲の広さを感じた．

企業および産学連携による取り組みについては，実
用されている技術をさらに高度化する視点からの研究
が多く見られた．また，若手研究者に対しては，視野・
思考の拡大を配慮した意見が多く，業界全体で若手を
育成していこうという意欲がうかがわれた．本研究発
表会にて交わされた討論をきっかけに，若手研究者の
柔軟な発想を発展させた，新たな繊維機械技術が創造
されることを期待したい．� 【喜成年泰（金沢大学）】

令和 4 年（2022 年）の年次大会ナノファイバーセッ
ションはコロナ禍がオミクロン株に移行して重症化リ
スクが低減したこととワクチン接種が進んだことによ
る安心感からようやく 3 年ぶりに対面で開催されたこ
とは何よりも喜ばしいことであった．会場には常に
20 名ほどの聴講者が参加されておられ，オンライン
でも同程度の方が参加されていた．対面とオンライン
による同時開催のためネットワークの接続不具合が懸
念されたが，オンライン発表者も会場での発表者も全
くトラブルなくナノファイバーセッションを終えるこ
とができ，今後はおそらくこのハイブリッド形式が企
業の方にとっても参加しやすく学会発表の定番になる

4．繊維機械の科学と工学セッショ
ン

5．ナノファイバーセッション
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と思われた．ナノファイバーセッションは 6 月 3 日の
午前と午後合わせて 11 件の発表があった．最初の発
表はセッション講演ということで福井大学の藤田聡
教授による「エレクトロスピニングによるコンポジッ
トナノファイバーのアーキテクチャ制御」と題して
芯鞘構造を有する PLLA や PVA ナノファイバーのバ
イオ材料としての有用性について報告いただいた．2
件目は井上大輔（愛媛大学）さんによる「急拡大部
を有する流路内流れにおけるセルロースナノファイ
バーの流動誘起配向」について CNF ナノファイバー
を射出成形する時の狭い入り口から広い空間に流動
するときの配向状態のシミュレーションと実測につ
いて報告された．3 件目は中島宙（岡山大学）さんに
よる「マイクロ湿式紡糸プロセスによる酢酸セルロー
ス中空繊維の調製」についてバイオマス由来の材料
を持ちいた湿式による中空繊維の作製について報告
された．4 件目は同じく岡山大学の西條由佳理さんに
よる「マイクロ湿式紡糸プロセスを用いた短繊維の
調製」について湿式紡糸で短繊維を作るという新し
い試みについて報告された．5 件目は中国東華大学か
ら名古屋大学に留学されているYunpeng�YUEさんに
よる「In-situ�electrospinning�of�polyurethane�fibrous�
membrane� for�waterproof� and�breathable�wound�
dressing�application」についてポリウレタンナノファ
イバーの皮膚への直接エレクトロスピニングについて
興味深い報告がされた．6 件目から 9 件目までの 4 件
は信州大学からの発表で Md.�Kaiser�Haider さんは

「Carbon�black�nanoparticle/Nano-hydroxyapatite/
Polyacrylonitrile� (PAN/nCB/nHA)� composite�
nanofibrous� scaffold� for� bone� regeneration」につ
いてポリアクリロニトリルナノファイバーのカーボ
ンブラックによる補強効果について報告された．
Azeem�Ullah さんは�「Illite�clay-loaded�nanofibers�
with� enhanced� osteoconductivity」について PCL/
Zein/Illite（CCC）ナノファイバーの繊維表面形状に
ついて報告した．Sana�Ullah さんは「Electrospun�
PVA/CuONPs/bitter� gourd� nanof ibers� with�
improved� cytocompatibility� and� antibacterial�
properties:� Application� as� antibacterial� wound�
dressing」について苦瓜のバイオ由来成分を複合さ
せたナノファイバーについて報告した．

Muhammad�Nauman�Sarwar さんは「Fabrication�
of�PAN�nanofibers� loaded�with�Diclofenac�Sodium�
Salt� for� antibacterial� and� anti - inf lammatory�
Applications」について抗炎症性薬であるジクロフェ
ナクナトリウム（DLF）をナノファイバー中に分散

させて E-Coli 菌と Bacillus 菌の抗菌効果を検証した．
10 件目の中根幸治教授（福井大学）は「凍結乾燥法
を利用したアルミナナノ繊維の形成と放熱シートへの
利用」についてポリビニルアルコール（PVA）とベー
マイトナノ粒子を使用した凍結乾燥法による新しい綿
状のナノ繊維の作製とその機能性について報告した．
最後の 11 件目は福井大学の山下義裕が「羽二重 / ナ
ノファイバーフィルターからなる感染防止用マスク」
について肌アレルギーの起こらないシルク織物とナノ
ファイバーフィルターのマスクとしての性能について
報告した．質疑は会場からがほとんどでオンラインか
らの質問が少ないのは残念であるが，オンラインの方
が音声ははっきり聞き取れて会場よりも発表や質問が
クリアだったのは大変ありがたいと感じた．また今回
も企業さんからの発表がなかったことも残念な点であ
り，是非とも企業の最新のナノファイバー研究のご発
表を期待している．� 【山下義裕（福井大学）】

本セッションは今年度も 8 件の発表があり，繊維系
の研究分野としての定位置を確保しつつあると感じ
る．今年度の発表はセンサ系への利用が 4 件，アク
チュエータとしての活用が 2 件，太陽光発電が 1 件，
性能評価方法が 1 件と内容も多岐に渡っていた．セン
サ系への活用には，電界紡糸ナノファイバ膜を圧力セ
ンサとして活用する研究で，バッテリなどの電力供給
の必要がなくセンサとして機能すること，またそのた
めの最適な紡糸条件についての発表があった．その他
の 2 件はアプリケーションとして就寝姿勢の検出につ
いての発表であった．アクチュエータとしての活用と
しては，バイオメタルファイバーを用いた触覚フィー
ドバックや，編物構造の形状記憶合金による収縮力の
性能検討についての発表であった．衣服に埋め込まれ

6．スマートテキスタイルセッショ
ン
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たセンサ，またアクチュエータによる触覚，力感の
フィードバックは，近年，再度注目を集めているメタ
バースの実現の上でのキーテクノロジーになると考え
ており，こういった研究がますます活発に進められて
いくことが期待される．

また，球状太陽電池を並べた太陽光発電糸を特殊な
編み構造により接触させ電気回路を構成し発電させる
という研究は大変興味深いものであった．また長尺銅
メッキ繊維の抵抗測定に関する研究は，センサやアク
チュエータに活用されるスマートテキスタイルの性能
の安定化のためには，非常に重要な研究であることを
認識した．

来年度以降も，最先端の情報技術を支えるキーテク
ノロジーであるスマートテキスタイルの研究発表が多
数行われることを期待している．

【桑原教彰（京都工芸繊維大学）】

環境対応技術セッションは，6 月 3 日に 5 件の研究
発表が行われた，5 件とも分野が異なり非常に広範囲
な内容であった．これらは，1）日本の独特の古い布
を仏教的な観点から再利用する内容，2）キノコの菌
糸体（バイオマテリアル）を利用した靴の自然修復の
研究，3）布などを用いたアップサイクルのデザイン
の提案，4）環境に優しい綿繊維製品を使用した複合
材料の開発，5）天然素材を使用したリサイクル紙の
開発であった．

1）に関するものでは，古くから着物の残布や古布
から再利用される端縫袋（はぬいぶくろ）に関する発
表があった．今でいう SDGs に値するもので“つくる
責任つかう責任“に値する．　これは米や豆などを入
れて葬儀や婚礼時に持って行くために使われていた．
また，作るきっかけとして”どんな小さな端裂でも命
ある限り大切にする“という仏教の教えによるとい
い，日本人としてうなずけるものであった．

2）に関するものでは，キノコの根である菌糸体を，
擦り減った靴の底に直接培養させて，菌糸体自身が靴
のアッパーの繊維構造に成長させて，菌糸体のブロッ
クと靴が一体化するという基礎研究である．物を捨て
ないで修繕して，再利用するコンセプトは先述した
SDGs に値するものである．また，この修復する様子
が書かれた絵本がビデオで紹介されて，子供達の未来
に夢を与える内容であった．

3）に関するものでは，繊維製品のリサイクルの提
案として，真空成型，半田ごて，溶融などの方法で廃

棄繊維製品から新しいデザインを提案する研究であっ
た．具体的にはプラスチックと混合し，色分別する事
で家具，ランプシェード，カゴなどにアップサイクル
する提案であった．今後の研究の進展が期待されるも
のであった．

4）は，グリーンコンポジット関連で，イオン液体
を用いて全セルロース複合材料の圧縮成形を試みた研
究内容であった．セルロースを成形するためには一度
溶解した後に析出させる必要があり，イオン液体はこ
の目的達成には理想的な溶媒である．成形条件を変え
てこれらの強度，かさ密度の関係が示された．成形手
法を改良する事により，物性の向上が期待でき，今後
の成果に期待する．

5）は，水溶性多糖類であるグアガムがとして使用
された研究結果であった．

通常，製紙業界ではリサイクルパルプの使用率が増
加する事で，低下する紙力を補強するために合成樹脂
が広く用いられる．近年の環境対応から天然由来の代
替品としてグアガムを使用し，その添加量と強度物性
を調べた研究であった．グアガムがリサイクルパルプ
補強材になることが確認され，今後の SDGs に貢献す
る天然紙力補強材をして期待できるものであった．

これらの研究発表がますます発展し，環境にやさし
い，SSDs に対応する社会が形成されることを期待し
ている．� 【豊田　宏（太陽工業）】

本セッションでは 14 件の口頭発表がなされた．成
形加工性に優れた熱可塑性樹脂をマトリクスとした繊
維強化複合材料に関する研究発表が 11 件と大半を占
めていた．熱可塑性樹脂は溶融時の粘度が高いため，
強化繊維間へ如何に樹脂含浸を容易に行うかが大きな
ポイントとなる．強化繊維を薄く広げて含浸距離を短
くして複合化される中間材料を用いた研究が 4 件，繊

7．環境対応技術セッション

8．繊維強化複合材料セッション
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維化した樹脂を強化繊維と混繊することで含浸距離を
短くした中間材料を用いた発表が 2 件行われた．なか
でも，混繊糸を刺繍技術で結束しプリフォーム材とし
た研究事例では，刺繍形態と成形温度によって繊維の
分散性が変わること，混繊糸を組物に応用した研究事
例では，混繊する際の樹脂繊維の熱収縮が強化繊維を
損傷させることが報告された．いずれも高い技術力が
結集して成される研究である．また，含浸が完了して
いるテープを組物に応用した事例では，組構造を精密
に制御する技術，組物を熱加工して成形体を得るシス
テムが構築されており，高度な加工技術に驚かされ
た．含浸した一方向シートと織物強化シートを用い，
熱可塑性樹脂の成形加工性と繊維の異方性を利用した
格子構造材に関する報告もなされた．連続繊維強化形
態でリブのついた材料設計として大変興味深い．一方
で，繊維あるいは樹脂種，強化形態，積層構成，成形
条件など多大な選択因子が多い状況を，シミュレー
ションによって最適化する研究事例も 3 件報告され
た．流動場における繊維の配向をマトリクスの粘度あ
るいは相互作用が考慮できるモデルや高圧タンクの安
全率を考慮したモデル，歯ブラシの毛先形状と摺動性
を予測するためのモデルが示された．実際に評価が難
しい内部での応力状態などが見える化できるため大変
効果的である．また強化繊維の燃焼挙動についても報
告され，熱い議論がなされていたことから，バリエー
ションに富んだセッションとなったことが印象的で
あった．リサイクル炭素繊維に関する発表が 1 件と少
ない状況であったが，今後増えていくものと想像す
る．最後に，様々な強化形態，様々な加工方法で創出
される繊維強化複合材料に関する研究事例が聴講でき
るのは，日本繊維機械学会ならではと強く実感した．

【植松英之（福井大学）】

伝統的繊維製品および匠の技セッションは，大会 2
日目である 6 月 3 日の午前に 2 件の発表が行われた．
このセッションでは，1 件の基調講演と 1 件の研究発
表があった．

1 件目は，神戸女子大学の岡本陽子先生によるセッ
ション基調講演であった．岡本先生は長く着物の研究
に携わってこられ，着物の歴史や流行に関する豊富な
知見を有しておられる．講演では平安中期と第 2 次世
界大戦という着物にとっての大きな転換期に，日本人
がどのような工夫で着物を扱ってきたのかをお話しい
ただいた．質疑応答では中国や韓国の民族服と着物の
違いに触れた質問があり，長い歴史の中で着物が日本
人の生活様式・感性に合わせて変化していったことに
ついての説明があった．

2 件目の研究発表は，手組みの組紐を初心者に教え
る手法に関する内容であった．組ひもディスクという
ポリエチレン発砲樹脂で作られた板で手軽に伝統的な
組紐を作ることができる手法を，多くの人に取り組ん
でもらうために，どのようなポイントを押さえて教え
ることが必要かを調査していた．組ひもディスクを
使った製作の取り組みは介護やリハビリ分野での活用
が検討されているとのことで，伝統技術がこれまでに
ない切り口で時代を超えて展開されることが期待でき
る．

基調講演はオンライン発表，研究発表は対面発表で
あり，聴講者もオンラインと会場が半々であった．オ
ンライン発表に対し，会場から多くの質問が寄せられ
ており，本セッションではオンライン発表と対面発表
の良い部分の融合を見ることができた．

【高井由佳（大阪産業大学）】

染色・機能加工セッションでは，大会 1 日目に 11
件の研究発表がおこなわれた．11 件のうち，7 件が会
場での発表，4 件がオンライン発表となった．ハイブ
リッド開催となり，質疑に不安があったが，参加者の
ご協力もあり，盛会となった．

今回の大会では，「染色」を主題にした発表はなく，
「機能加工」に関する発表内容が大半であった．例え
ば，金属の吸着特性や抗ウィルス性の付与，表面の炭
素化であり，化学修飾やマイクロ波，イオンビームな
どを用いて，繊維表面に化学変化を与える方法であ

9．伝統的繊維製品および匠の技
セッション

10．染色・機能加工セッション
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る．具体的には，セルロースナノファイバーを対象
に，カチオン化させ金ナノ粒子を作製したり，アミノ
基導入をおこなうことで金属吸着特性を向上させたり
する報告，天然色素を導入することで金属イオンを検
知するという報告がおこなわれた．綿繊維の中空構造
を活用し，マイクロ波加熱を求める箇所に与える興味
深い報告もあった．ポリイミドフィルム上にイオン
ビームをおこなうことで炭素化させる試みも発表され
た．

また，構造発色繊維やエアロゲル調製に関する継続
的な研究報告がおこなわれた．構造発色繊維に関する
研究は，光褪色が起こらない地球環境に配慮した繊維
加工法である．これまでの染色による着色法とは一線
を画しており，今後も注目されたい．エアロゲルの調
製では，アラミド繊維とシリカゲルの複合化により，
柔軟・堅牢でありながら耐熱性と難燃性を併せ持つ多
孔質材料をつくる取り組みである．

その他，延伸処理の毛髪のねじり特性測定や，超臨
界二酸化炭素を用いた精練といった基礎的な研究につ
いても発表された．以上のように，今回も基礎研究か
ら応用研究まで幅広く発表内容があり，かつ，産官学
がうまく関わっているセッションであった．

【松原孝典（産業技術短期大学）】

大規模なデータと人工知能を組み合わせた情報処理
技術が多様な方面で注目を集めている．設計の分野へ
の適用の研究も盛んに行われてきており，今後この技
術は急速に一般工業分野への展開が進むことが予想さ
れている．テキタイルの分野においてもこの技術は導
入されていくだろうし，このためにはテキスタイルの
バーチャル化による新たな設計技術の構築が不可欠に
なっていくと思われる．まさにバーチャル空間上での

各種シミュレーション技術を用いた繊維製品のより効
率的な製品開発を行う試みが各所で始められてきてい
る．

さて，本セッションでは 3 件の講演があり，編物・
組物の計算モデルの研究が 2 件，織物の数値計算法に
関する研究が 1 件となり，計算モデルに関連する発表
が多数を占めていた．

バーチャルテキスタイル分野にとって，複雑な繊維
製品の変形挙動を的確に捉える予測手法の開発は重要
なテーマである．織物構造の数値モデルの研究では織
物内の糸の形状を幾何学的に推定して，糸そのものの
不均質性に着目し，3 次元的な変形挙動を表現しうる
数値モデルの開発を行った発表があった．また編物の
変形挙動を表現することで縫製後の立体形状を予測す
る試みの発表があった．この研究では形状変形に対し
て機械学習による予測技術を用いることで効率的な形
状予測を行う試みが行われており，繊維製品の形状予
測技術の新たな方向性を示していると感じられた．

織物の基礎的なシミュレーション技術を統合した繊
維製品そのものの解析技術としてのシミュレーション
技術にたいして人工知能を用いた新たな方向性を提示
していることが期待できるセッションであった．

【横山敦士（京都工芸繊維大学）】

最近の「産業用繊維資材および不織布」のセッショ
ンは活況である．その一因には発表件数が増えたこと
が挙げられる．久々に会場に聴衆を入れての開催と
なった今回の年次大会では，基調講演 1 件を含む合計
6 件の発表があった．全体的な内容を見ると，不織布
形態の繊維構造解析，糸素材，糸加工，スポーツ用途
まで，幅広い研究発表が行われた．

まず，不織布関係の発表が 3 件あり，信州大学の金
先生の研究グループから，ニードルパンチ不織布の圧
縮変形時における内部構造変化について X 線 CT に
より詳細に検討した内容，異なる直径と樹脂をもつ
フィラメントを同時に押し出すことができる異径混繊
ノズルを用いたメルトブローン不織布の物性と構造に
ついて検討した内容が発表された．また，京都工芸繊
維大学の大谷先生の研究グループからは，企業との連
名発表で，POM を主材とし，延伸性付与のために
PBS を添加したコアシェル繊維で不織布を試作し，
機械的特性などを評価した事例が発表された．また，
産業用途を狙った繊維素材に関する研究が 2 件あっ

11．�バーチャルテキスタイルセッ
ション

12．�産業用繊維資材および不織布
セッション
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た．福井県工業技術センターの飯島氏からは，最近要
望が多くなっている高性能繊維への樹脂コーティング
について，装置の改良とそれを用いた塗布試験結果に
ついて紹介された．大阪産業技術研究所の堀口氏から
は，ボール衝突時を想定したテニス用ストリングの糸
物性変化について検討した結果が紹介された．いずれ
の発表もたいへん興味深い内容であり，質疑応答も活
発であった．

セッション基調講演は，日本不織布協会の矢井田修
氏より「コロナ禍における不織布産業の動向」と題し
た講演があった．内容は，コロナ禍の前から現在にか
けて，不織布生産量の統計から国内外の動向を紐解く
ものであり，現況の分析や将来を考えていく上で非常
に有意義なものであった．海外での生産割合が高まる
中，日本はどの技術に注力していくかなど，活発な議
論がなされた．

全体を通じて，繊維工学の奥深さを改めて感じられ
たセッションであった．

　�【田上秀一（福井大学），笹山秀樹（福井県工業技
術センター），西村正樹（大阪産業技術研究所）】

ハイブリッド開催と初めての実施方法ではあった
が，3 年振りにリアルで開催されたことは，参加会員
や実行委員会各委員の多くが，待ち望んでいたことで
あったと思う．
「製品紹介セッション」は毎年企業からの発表が主

体であるが，16 件の発表の内，企業単独 12 件，公設
試と企業の共同が 2 件，公設試単独が 2 件と企業関係
が 14 件を占め，日本繊維機械学会と企業の繋がりを
強く感じるセッションである．

発表内容の概要を以下に示す．繊維機械に関する発
表として，ワインダーや撚糸機，染色機の開発につい
て紹介があった．近年需要の高まっているスパンデッ
クスを活用した繊維製品向けワインダーの高生産装置
や撚糸だけでなくカバリングもできる試作用撚糸機の
開発，環境負荷の観点から無水染色として超臨界染色
のニーズが高まっているが，現在ポリエステルニット
のみの使用や色合わせに時間を要するなどの課題があ
る．本発表では高効率で染色できる超臨界染色試験機
の開発が紹介された．また，繊維機械の製造技術を活
かした医療機器の開発や指に装着したデバイスによる
リハビリテーションへの応用が示された．

繊維製品のウェラブルデバイスは様々進展している
が，素材特性と縫製技術を加えた着用快適性に優れた

ウェアの開発と高精度なモーションセンシングの実現
で，ゴルフスウィングの解析やそれに基づくレッスン
などを実現している．また，スポーツアパレルの開発
において，背中部へ通気性の高い素材を使用すること
で衣服内温度が 1.5℃低下した．さらに，化学防護服
の快適性を高めた商品開発の紹介もあった．

繊維の表面改質には紫外線やプラズマなどを活用し
たドライプロセスがあるが，接着性を制御することで
細胞培養器材を開発した．面状発熱体は伸縮性がない
ことや均熱性に劣るため，ニット編成技術を活用した
立体形状ヒータを開発し，高い均熱性を得ることがで
きた．また，最近の SDGs の観点からの取り組みとし
て，パイナップル葉繊維の分繊化やポリエステル繊維
代替としたポリ乳酸繊維の活用による製品開発，ま
た，綿織物の撚糸技術活用による表面変化付与および
抗菌防臭素材開発について紹介された．

年次大会の単独開催は最後だと聞いているが，企業
関係者も参加しやすい場や機会を次回大会でも設ける
ことが，合併後の学会の活性化において重要であると
思う．

【藤田浩行（兵庫県立工業技術センター）】

日本繊維機械学会では 2019 年度に SDGs 委員会を
立ち上げ，SDGs を学会活動に積極的に組み込み，
Textile�Future�2030 をキャッチフレーズに，SDGs 実
現に向けたメッセージを発信している．74 回年次大
会（2021 年度）から「SDGs セッション」を新設し，
2 年目の本年大会においても，13 件の発表を得て盛会
裏に終えることができた．ご発表いただいた皆様，座
長，SDGs アワードの審査委員，そして本セッション
にご参加いただいたすべての皆様に感謝申し上げる．

大学の研究者からはボアやフリース等の繊維製品の
風合いの持続性とリデュースの可能性を物理特性から

13．製品紹介セッション

14．SDGs セッション

492



59繊維機械学会誌　Vol. 75, No. 9（2022）

59

捉える研究，衣服のリサイクル意識調査と古着を活用
したアップサイクル，エシカルファッションの認知
度・印象調査と廃棄布を用いた小物製作のワーク
ショップ，古着アップサイクルの商品企画・制作・販
売までの学生の活動を通した価値創出等についての発
表があった．このセッションは上述のように SDGs に
取り組んでいる大学での教育研究について語ることの
できる場にもなっている．一方，企業からは，蚊帳再
生プロジェクト，在庫買い取りや ASEAN 諸国への
物資支援・ボランティア活動を通して廃棄ゼロを目指
す TASUKEAI�0�PROJECT，深黒加工の染替による
アップサイクル，アルゴリズミックデザインと代理モ
デルを活用したランニングシューズソールの構造設
計，色を活用した Colour�Recycle�System，カシミヤ
ニットの端切れを利用したカシミヤ毛布製造等，その
企業だからこその取組と想いが熱く語られた．さら
に，本学会からは繊維リサイクル技術研究会のプロ
ジェクトである廃棄繊維製品の素材分離とアップサイ
クルの報告，衣 coromo ＠未来研究会の第一期報告書
の紹介と未来の衣に関する今後の展望と目標，そして
フェロー会の前川善一郎氏より大阪・関西万博への参
加について想いを込めたお話があった．2030 年の先
となる未来世界の考察，未来社会と衣服等についての
意見交換もなされた．いずれの発表においても熱い想
いが感じられる多彩な討論の場となり，本セッション
は当学会の特色の一つとなっている．

本セッションでは，SDGs 達成に貢献する優れた発
表に対し，「SDGs アワード」として表彰する制度を
設けている．今回は 10 名の審査委員による厳正な審
査の結果，賞に応募された 10 件の講演の中から次の
SDGs アワード 1 件と，SDGs アワード特別賞として
教育賞 1 件を選出した．� 【井上真理（神戸大学）】

〔SDGs アワード〕
演　目：Colour�Recycle�System
　　　　�―�サーキュラーエコノミーに繋がる新し

いリサイクルのかたち�―
発表者：内丸もと子�氏（株式会社 colourloop）

〔SDGs アワード特別賞（教育賞）〕
演　目：�古着アップサイクル商品の企画における価

値の創出
　　　　〜学生の主体的な活動を通して〜
発表者：宮原佑貴子�氏（京都光華女子大学）

学生セッションは，大会 2 日目の午後 1 時から，
「イトが結ぶ学生の輪〜第三綛（かせ）教育・開発・
評価の観点から考える SDGs 〜」と題して，パネル
ディスカッション形式で行われた．昨年の年次大会で
第一綛としてスタートした本企画は，新たなメンバー
も加わった新体制の 6 名の学生会運営委員により実施
された．企画から，演者との事前調整を含めた準備，
当日の運営まで学生主体で行われた．

まず，学生会委員長の高柳遼氏（神戸大学）から，
ビデオメッセージで学生会の意気込み，本企画の狙い
などが紹介された．パネルディスカッションでは，株
式会社チクマの服育 net 研究所より有吉直美氏，ミズ
ノ株式会社より中光準司氏，協同組合関西ファッショ
ン連合より西田裕紀氏の 3 名をパネラーに迎え，ま
ず，それぞれの日頃の業務や立場から SDGs への取組
や関わりなどをご講演いただいた．教育，開発，評価
という異なる立場から，個性的な視点による興味深い
お話があり，学生のみならず，一般参加者にも非常に
参考になるものであった．そして，その後の質疑応答
では，参加学生から次々と質問が寄せられ，スムーズ
な司会進行もあり，予定時間いっぱいまで活発なディ
スカッションが行われた．最後にはセッションのまと
めとして司会を務めた学生会副委員長の菅野萌氏（大
阪大学）と中島宙氏（岡山大学）の二人より，今後の
展望にも触れながらセッション開催の御礼のあいさつ
があった．学生会運営委員の素晴らしい準備と運営，
真摯な取組により，盛会のうちにセッションが閉じら
れた．事前準備はすべてオンラインで行われたため，
セッション当日が学生会運営委員の初めての顔合わせ
となったが，笑顔で接し，忙しく準備をしている姿が
非常に印象的であった．若手に対する学会長および
我々会員の期待を載せて，学生会が元気よく羽ばたい
ているように感じ，学生を含む若手の皆様の今後のよ

15．学生セッション
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り一層の活躍を祈念したい．
【松岡敏生（三重県産業支援センター）】

ポスターセッションは，新型コロナウィルス感染拡
大の影響を受け，3 年ぶりの開催となった．今回は，
ポスターセッションもハイブリッド方式で実施され，
オンラインではリアルタイムでの質疑応答はできない
ものの，インターネットを介したポスターの閲覧が可
能となった．ハイブリッド方式への対応のため，発表
者の方々には従来以上に準備への負担を強いる形と
なってしまったが，企業や大学の若手研究者による学

術研究発表コーナーには 12 件，企業による製品紹介
コーナーには 13 件の総計 25 件の登録があった．

学術研究発表コーナーでは，不織布，繊維機械の科
学と工学，繊維強化複合材料，バーチャルテキスタイ
ル，テキスタイル・アパレルの科学と工学，ナノファ
イバー等，様々な研究分野の発表があった．また，製
品紹介コーナーでは，センサやコントローラを含む繊
維機械に関連する新製品の他，繊維の新分野への活
用，また，持続可能な社会実現の観点からの，繊維に
関する新しい試み等の発表もあった．

筆者もポスター発表者だったため，自身のポスター
前からあまり離れることができず，筆者から見えた範
囲での印象となるが，各ポスターの前では，発表者と
聴講者の間で活発な意見交換が行われていたように思
う．筆者自身，ポスターセッションは，多くの聴講者
と直接議論することで，様々な観点からの意見を聞
き，それを今後の研究の発展に活かす場であることを
再認識した．新型コロナの感染がこのまま終息するよ
うであれば，ポスターセッションにも以前のようにオ
ンサイトで多数参加頂き，活発な意見交換によって，
繊維業界全体を活性化させるような知見の生まれる機
会となることを祈念したい．�【若松栄史（大阪大学）】

学術奨励賞は，2022 年 3 月 31 日の時点で 35 歳以
下の若手発表者を対象としている．応募のあった発表
について，審査委員会による厳正な審査を行い，贈賞
者を決定した．今回はポスターセッションが復活して
昨年よりは応募数が少なくなったが，それでも，40
件の応募があった．まず，講演要旨による一次審査を
行い，一次審査を通過した 7 件について口頭発表によ
る二次審査を実施した．二次審査は，発表に対してよ
り専門的な議論をいただくことを目的として，審査対
象者は当該の各セッション内で発表いただき，審査員
が会場を回って評価する方式で行った．どの発表も甲
乙つけがたい内容であったが，厳正なる審査の結果，
下記の 3 件の発表を学術奨励賞に選出した．祝意を
もってご紹介させていただくとともに，受賞されたみ
なさまの今後のご活躍を期待する．

発表番号：F1-06
演　題：�形状記憶合金両面編地アクチュエータの糸

線径と発生収縮力の関係
受賞者：吉村祐太朗�氏（金沢大学）

16．ポスターセッション

17．学術奨励賞
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発表番号：A2-05
演　題：�マイクロ湿式紡糸プロセスを用いた短繊維

の調製
受賞者：西條由佳理�氏（岡山大学）

発表番号：A2-06
演　題：�In-situ� electrospinning� of� polyurethane�

fibrous�membranes� for�waterproof� and�
breathable�wound�dressing�application

受賞者：Yunpeng�YUE�氏（名古屋大学）

最後に，ご多忙中にも関わらず，今回も多くのみな
さまに審査委員としてご協力いただきました．この場
を借りて厚くお礼申し上げます．

【田上秀一（福井大学）】

ベストポスター発表賞は，ポスターセッションの学
術研究発表コーナーにおいて事前応募のあった 35 歳
以下の若手発表者に対して発表内容を審査し，優秀な
ポスター発表者に授与されるものである．今回は，ハ
イブリッド方式での開催となったため，オンサイトと
オンラインでの発表条件の差をなくすために，会場に
来られた発表者についても，専用の部屋からのオンラ
イン発表となった．応募された 6 件のポスター発表を
対象に，年次大会 1 日目の決められた時間帯において
実施した発表ならびに質疑応答について，複数の審査
員により厳正な評価が行われた．各審査員の評価を元
に審査委員会にて審議を行った結果，以下の 1 件の発
表がベストポスター発表賞として選出された．受賞者
には，今後の更なるご活躍を期待したい．

【若松栄史（大阪大学）】

発表番号：P1-02
演　題：�複数の合繊巻取機用パッケージモデル周囲

の流れ解析と風損動力
受賞者：大島隆範�氏（金沢大学）

現在，2023 年 4 月の繊維系三学会統一に向けた協
議が進んでいることから，本大会は日本繊維機械学会
として最後の年次大会になるかもしれません．そのう
え，この 2 年間がコロナ禍のためオンラインでの年次
大会が続いていることから，第 75 回年次大会実行委

員会としても，できる限り現地参加を受け入れられる
ハイブリッド方式での開催を目指してきた．会員の皆
様にもその思いが伝わったのか，182 名もの現地参加
者があり，コロナ前の年次大会での賑わいを一部感じ
ることができたのは大変嬉しく思う．ハイブリッド方
式で現地参加者が少なくなってしまうことが大きな心
配であったが，予想を越えて多くの方が大阪に集まっ
て頂けたことは実行委員会としても大変有り難いもの
だった．

ここに至るまでには，事務局を初めハイブリッド方
式の開催に実際に必要な準備に奔走頂いた多くの関係
者の方の努力があったからに他ならない．この 2 年間
でオンライン開催の実施方法については整備され，滞
りなく実施できる実績を積んできたが，今回ハイブ
リッド開催を行うためにはさらに追加の準備が必要で
あった．各会場の設備や会場係の設置，様々な追加マ
ニュアルの整備，現地会場での感染対策，各種審査の
対応，プログラム上での発表形態の区別等など，当日
の運用ではスムーズに進まずにご心配おかけした点も
あったかもしれませんが，初めてのハイブリッド開催
であった点を考慮して何卒ご容赦頂きたい．

口頭発表，特別講演，ポスターセッション，製品紹
介に加えて，前回大会から新設された SDGs セッショ
ン，学生セッションも今大会で引き続き実施して多く
の方に参加・聴講頂き，定着してきた感じも受けるよ
うになった．残念ながら今大会でも懇親会を実施する
ことはできなかったが，オンライン学会では実現が難
しい講演以外の時間帯でのフランクな会話やこれまで
画面を通してしか会話して来なかった方との直接の挨
拶など，交流の場として学術大会が機能する面を改め
て実感することもできた．

次年度は，三学会統一での新たな年次学会として開
催する方針で現在調整を進めている段階にあり，今は
まだどのような年次大会になるのか想像するのは難し
いが，各学会が積み重ねてきた学術大会の良い部分を
活かしつつ，これまでの繋がりを大事にして本分野の
発展に貢献できる新たな年次大会を目指したい．最後
に改めて，今大会へご参加頂いた皆様，大会準備に携
わって頂いた全ての皆様，ご支援を賜った協賛企業の
皆様に深く感謝申し上げるとともに，長く続いている
コロナ禍から早く脱却して新たな学会活動の形のもと
で皆様の研究や交流が進むことを心より願っていま
す．� 【小野努（岡山大学）】

18．ベストポスター発表賞

19．おわりに
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 株式会社アシックス 帝人フロンティア株式会社
 エイコー測器株式会社 株式会社ティ・ワイ・テックス
 一般財団法人カケンテストセンター 東洋紡株式会社
 カトーテック株式会社 東レ株式会社
 金井重要工業株式会社 株式会社豊田自動織機
 株式会社クラレ 株式会社トリニティーラボ
 株式会社島精機製作所 日本毛織株式会社
 セーレン株式会社 株式会社Profid
 津田駒工業株式会社 村田機械株式会社
 TMTマシナリー株式会社 湯浅糸道工業株式会社
  

委　員　長　橋本　欣三（TMTマシナリー）
副 委 員 長　太田　成利（村田機械）
　　　　　　小野　　努（岡山大学）
実 行 委 員　石井　佑弥（京都工芸繊維大学）
　　　　　　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（カラーループ）
　　　　　　榎本　雅穂（京都女子大学）
　　　　　　岡本　陽子（神戸女子大学）
　　　　　　奥林　里子（京都工芸繊維大学）
　　　　　　小田　涼太（三晶）
　　　　　　金井　博幸（信州大学）
　　　　　　金田　直人（福井工業高等専門学校）
　　　　　　亀井　孝典（島精機製作所）
　　　　　　河原　喜久（帝人フロンティア）
　　　　　　喜成　年泰（金沢大学）
　　　　　　木村　照夫（京都工芸繊維大学）
　　　　　　金　翼　水（信州大学）
　　　　　　倉敷　哲生（大阪大学）
　　　　　　桑原　教彰（京都工芸繊維大学）
　　　　　　桑原　里実（和洋女子大学）
　　　　　　近藤　幹也（東京都立産業技術研究センター）
　　　　　　迫部　唯行（ユニチカ）
　　　　　　笹山　秀樹（福井県工業技術センター）
　　　　　　鋤柄佐千子（京都工芸繊維大学）
　　　　　　杉山　浩正（豊田自動織機）
　　　　　　高井　由佳（大阪産業大学）
　　　　　　髙橋　秀也（大阪公立大学）
　　　　　　武内　俊次（京都工芸繊維大学）

田上　秀一（福井大学）
松岡　敏生（三重県産業支援センター）
谷口　憲彦（アシックス）
辻　　　創（カケンテストセンター）
解野　誠司（椙山女学園大学）
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）
西田　右広（東洋紡）
西村　正樹（大阪産業技術研究所）
二ノ宮有希（東レ）
廣垣　和正（福井大学）
福田　泰弘（日本毛織）
藤岡　　潤（石川工業高等専門学校）
藤田　浩行（兵庫県立工業技術センター）
松原　孝典（産業技術短期大学）
丸　　弘樹（信州大学）
向井　康人（名古屋大学）
森下あおい（滋賀県立大学）
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（福井大学）
山本　貴則（大阪産業技術研究所）
横山　敦士（京都工芸繊維大学）
若月　　薫（信州大学）
若松　栄史（大阪大学）
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