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一般社団法人繊維学会は、昨年（2013年）12月
10日に創立70周年を迎えました。現在、「究極のファ
イバー技術－豊かで持続的な人類の未来を紡ぐ－」を
テーマとして、2014年9月末を中心に創立70周年のさ
まざまな記念事業を行うべく準備を進めております。
本稿では、記念事業の概要を紹介するとともに、繊
維学会がこれまでたどって来た道を振り返りつつ、今
後の展望について述べてみたいと思います。

創立70周年記念事業について
繊維学会はこれまでも 10年ごとの節目に創立記

念事業を行って参りました。創立40周年、50周年
には、記念式典を開催するとともに、繊維の科学と
技術に関する国際シンポジウム（International 
Symposium on Fiber Science and Technology） 
ISF-85 および ISF-94 を、それぞれ箱根の小涌園

（1985年8月20 ～ 24日）と横浜のパシフィコ横浜
（1994年10月26 ～ 28日）で開催致しました。創
立60周年には、本格的な国際会議は開催しません
でしたが、江東区青海の日本科学未来館で 2カ月間
にわたり先端繊維素材を主なテーマとする「疾走す
るファイバー」展を開催し、好評を博しました。こ
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図表1　創立70周年記念事業概要

日程 式典・記念講演 新繊維技術展示会
先端繊維素材展示会

ISF2014国際シンポジウム
ファッションショー

先端繊維素材シンポジウム 交流行事

（会場） （ビッグサイト 東京ファッションタウンビル〔TFTビル〕 西館、東館 等）

9/28（日）
70周年記念式典
記念講演 3件

（西館HALL 500）

17時から内覧会
共催：日本化学繊維協会

（西館HALL 300 & ホワイエ）

18時30分から記念祝賀会
（会場：有明ワシントンホテル）
ISF2014
ウエルカムパーティー

9/29（月）
展示会

（西館HALL 300 & ホワイエ）
技術交流、B-to-B交流、技術説明会

ISF2014 国際シンポジウム
基調講演 4件（西館HALL 1000）
招待講演・口頭発表（東館9F）
ポスター発表（西館HALL 500）

17時30分から
ワインパーティー

（ポスタ一発表会場にて）

9/30（火）
展示会

（西館HALL 300 & ホワイエ）
技術交流、B-to-B 交流、技術説明会

ISF2014 国際シンポジウム
基調講演 2件（西館HALL 1000）
招待講演・口頭発表（東館9F） 18時30分から

ISFバンケット
（会場：有明 TOC）17時15分より

ファッションショー
共催:文化学園大学（西館HALL 1000）

10/1（水）
展示会

（西館HALL 300 & ホワイエ）
15時まで開催

ISF2014 国際シンポジウム
招待講演・口頭発表（東館9F）

15時から B-to-B 懇談会
（名刺交換会）

先端繊維素材シンポジウム
基調講演 2件
主催 : 日本化学繊維協会

（西館HALL 1000、同時通訳付）

 参加料（有料）

出所：繊維学会
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の展示会は、その後、巡回展として日本のみならず
海外でも展示され、現在でも信州大学繊維学部で
常設展示されています。

このような背景を受け、今回の創立70周年記念
事業では、（1）記念式典・祝賀会、（2）国際シン
ポジウムISF2014 の開催、（3）新繊維技術展示会
の開催、そして（4）記念出版としての英文書籍の
刊行を企画しております。このなかで、（1）～（3）
を、9月28日～ 10月1日の 4日間に、東京都江東
区有明のビッグサイト東京ファッションタウンビル
の西館、東館を使用して集中的に行うことにしてお
ります（図表1参照）。

記念式典
まず 9月28日には西館HALL500 にて、創立70

周年記念式典と記念講演会を開催します。講演は、
日本化学繊維協会会長・三菱レイヨン株式会社の越
智仁様、日本私立大学協会会長・文化学園大学学
長の大沼淳様、日本化学連合前会長・早稲田大学

の西出宏之様にお願いしております。その後、後述
する新繊維技術展示会の内覧会を経て、場所を変
えて記念祝賀会を開催する予定です。関連の方々の
ご参集をお待ちしております。

国際シンポジウム
創立70周年記念の国際シンポジウムISF2014

は、日本化学繊維協会との共催で、日本繊維機械学
会、日本繊維製品消費科学会の協賛、さらに経済産
業省繊維課の後援を得て開催致します。先の経緯
で述べたとおり、繊維学会が主催する全世界を対象
とする国際会議としては 20年ぶりの開催というこ
とになります。発表募集に対して日本のみならず世
界から多数の申し込みがあり、3日間で 507件の発
表が予定されています。その内訳は、8件の基調講
演、53件の招待講演、193件の一般口頭発表、253
件のポスター発表であり、海外からは 30カ国・地
域から 176件の発表が行われます。セッション、基
調講演の内容は図表2 をご参照ください。この国際

General Sessions（一般セッション）
　G1 Fibers and Polymer Materials
　G2 Fiber and Textile Processing
　G3 Dyeing, Finishing, Coating and Laminating
　G4 Textile Science and Engineering
　G5 Fashion and Clothing Science
Special Sessions（特別セッション）
　S1 Advanced Fiber Symposium
　S2 Symposium on Dyeing and Finishing of Textiles
　S3 Flow & Deformation Induced Polymer Crystallization
　S4 Smart Textiles / Nanofibers　
　S5 Bio-Based and Biomedical Materials
　S6 Composites and Industrial Textiles
　S7 International Conference on Advanced Fiber/Textile Materials
　S8 Functional Textiles
　S9 Neo Fiber Technology

基調講演
“Functional Hybrid Fiber Materials: Design, Fabrication and 
Applications”
Zhu Meifang, Dean and Professor of College of Materials Science 
and Engineering
Donghua University, China

“Evaluation of Heat Stress under Extreme Environments”
Prof. Kee Jong Yoon, President of the Korean Fiber Society, 
Professor of Department of Fiber System Engineering, Director of 
Personal Protective Equipment Center, Dankook University, Korea

“The New Age of Polymer, Fiber and Textile Research”
Jon P. Rust, Professor and Head of Textile Engineering, Chemistry 
and Science (TECS) Department
Alumni Distinguished Undergraduate Professor
North Carolina State University, USA

"Next Generation Fibers"
Satish Kumar, Professor of College of Engineering, Georgia Institute 
of Technology, USA

“Process development and engineering for high strength cellulose 
aerogel filaments”
Thomas Gries, Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing.,Institut für 
Textiltechnik （ITA） der RWTH Aachen University, Germany

“AUTEX – Network of European Textile Universities – An accelerator 
of success”
Dominique C. Adolphe, Professor, President of AUTEX Association, 
Vice-President of ETP for the Future of Textile and Clothing, Head of 
International Relationship Office of Ecole Nationale Supérieure 
d'Ingénieurs Sud Alsace （ENSISA）, France

“Innovative Technologies for Functional Modification of Textile”
Teruo Hori, Guest Professor, Headquarters for Innovative Society-
Academia Cooperation
University of Fukui, Japan

“CARBON FIBER COMPOSITE MATERIALS: Developments, 
Commercializations and Applications”
Makoto Endo, Composite Materials Research Laboratories, Toray 
Industries, Inc., Japan

図表2　ISF2014 ホームページ　（http://www.procomu.jp/isf2014/）

出所：繊維学会
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シンポジウムは一般セッション以外に多くの特別
セッションが予定されていることも特徴の一つで
す。

その一つとして日本化学繊維協会が主催する「先
端繊維素材シンポジウム」が 10月1日（水）の午前・
午後に主会場の HALL1000 で開催されます（http://
www.jcfa.gr.jp/）。このシンポジウムは、国際会議
の参加者のみならず広く繊維関連業界の方々を対
象としており、国際会議の参加登録をせずに別途シ
ンポジウムのみの参加申し込みを行うことも可能で
す。発表は日本語および英語で行われますが、日英
双方向の同時通訳を用意しています。

さらに、10月30日の夕刻、バンケットの直前の
時間帯には文化学園大学によるファッションショー
も企画されています。

展示会
新繊維技術展示会は、西館の HALL300 とホワ

イエを使用し、9月28日夕刻の記念式典参加者向
けの内覧会を皮切りに、9月29日～ 10月1日の 3
日間開催されます。国際シンポジウムとの同時開催
ですが、独立の展示会として一般の方々の来場を大
いに歓迎致します。内容は、全体の 3分の 1 を日本
化学繊維協会の先端繊維素材展示会に充て、3分の
2 を内外の繊維関連企業、公設試験研究機関、大学
の展示に充てています。

出版事業
出版については、日本の繊維技術を広く海外に発

信するという観点から、高性能・高機能繊維に関わ
る科学と技術の発展の経緯と今後の動向をまとめ
た “High-Performance and Specialty Fibers: 
Concepts, Technology and Modern Applications of 
Man-Made Fibers for the Future” と題する英文書

籍の出版準備を進めています。
この創立70周年記念事業は、伝統あるわが国の

繊維産業の新たな活力のための起点となることを
願って、多くの会員の献身的な貢献を頂きながら推
進しております。皆様のご協力を心より御願い申し
上げます。

繊維学会の歩み
繊維学会は、繊維素協会（大正13年4月設立）

と繊維工業学会（昭和10年2月設立）が昭和18年
12月10日に合併して発足し、合成繊維産業の勃興
期・発展期から、産業基盤の大きな変動を経て繊維
科学を学際領域に拡大し、総合科学への展開を指
向して参りました。そして創立70周年を機に、「繊
維とは」という素朴な問いを原点に新たな飛躍・展
開へ向け努力を続けています。今、繊維学会に求め
られているものはという問いに真摯に向き合うため
には、過去を振り返りこれまでの歴史に学ぶことも
大切です。ここで、繊維学会の沿革について、簡単
に紹介しておきます（図表3）。

お気づきのとおり、繊維学会の設立は終戦の 1年
半前に当たります。当時の経緯が元会長の祖父江寛
先生により「学会創立と 20年間の思い出」という
文章にまとめられています（繊維学会誌、19巻11号 
S15-S19 〔1963〕）。以下、その一部を抜粋して記載
します。「当時は大東亜戦争突入一年後で間もなく
疎開が始められ 19年以後決戦体制に入って企業整
備による業界の潰滅的打撃を受ける頃には学会の
運営もしだいに困難を加え、会員の住所も不明の者
や徴兵に行っているものが多い上に空襲も初まり羅
災者数も増加して、紙の入手や印刷の苦労も大変と
なった。かかる情勢のうちに（繊維工業学会の）大
島会長は繊維素協会の責任者厚木教授にバトン
タッチを断行した。繊維素協会の出版社東京印刷も

図表3　繊維学会　沿革
1943年

（昭和18年）
繊維学会設立（12月10日）
事務所を東京都豊島区巣鴨（元繊維工業学会事務所）に設置

1944年
繊維学会誌発刊（1月）

（印刷所空襲で全焼により学会誌発行不能11月）
研究発表会開催（6月）

1945年 事務所を東京工業大学紡織学科内に設置（目黒区大岡山）
学会誌刊行再開（12月）

1964年 社団法人化
1968年 第1回夏季セミナー開催
1972年 事務所を東京都品川区上大崎に移転
2012年 一般社団法人に移行

出所：繊維学会
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疎開で大変であつたし、繊維工業学会の出版社三
秀舎は一部を疎開したのみで続行したが印刷の苦
労は大変であつた。統制時代で各種の統制は紙の
統制から出版に移り、学協会の合併統一の線が強く
国の方針として打出され、繊維素協会と繊維工業学
会とは同一理事長をいただき近親感も最も深く円
滑に統合が実現し昭和18年12月に繊維工業学会は
10年の歴史を、繊維素協会は 20年の歴史をなげ
うってともに解散し、両学協会は全会員を打って一
丸とする繊維学会が創立されたのである。」

ここで、繊維学会の前身の一つである繊維素協会
は、大正半ば頃から人絹パルプの製造が始められた
こと（例えば、大正4年の帝人米沢工場でのビスコー
ス人絹の製造開始）などから、紙パルプ界の学者・
技術者がセルロースの研究の必要性を痛感して大
正13年に設立したもので、当初から 400余名の賛
同者がいたといわれています。もう一つの前身であ
る繊維工業学会は、東京工業大学の紡織科（紡織
学科）、色染科（染料化学科）の関係者が中心になっ
て昭和10年に設立したもので、設立当初の正会員
数は 872名であったといわれています。いずれの場
合も実学としての産業が興るなかで、これを学術と
して理解を深めさらなる発展に資することが設立の
大きな動機づけになっています。また、当時の困難
な状況のなかで学会誌を定期的に刊行すること、す
なわち情報発信力の確保に多大な努力を払ってい
たことがうかがえます。振り返って現在、「繊維産業」
という括りの中では「成熟技術」という声も聞かれ
るなかで、この突き上げるような学術への欲求をど
のような形で見出していくかが、繊維学会の存在意
義として問われているといえます。

繊維学会の活動
繊維学会は会員数約1,600名、100社の中規模学

会として位置付けられます（http://www.fiber.
or.jp/jpn/index.html）。互いの顔が見える適正規模
の学会と表現することもできます。主な活動として
は、（1）研究発表会、講演会などの開催、（2）学
会誌・学術図書の刊行・配付、（3）国内外の関連
団体や産業界との協力・連携、（4）繊維に関する
研究の奨励と研究業績の表彰、（5）繊維に関する
研究および調査などを挙げることができます。

3大行事
繊維学会の 3大行事として、春に東京で行う年次

大会、支部の持ち回りで開催する秋季大会と夏季セ

ミナーがあります。年次大会はここしばらく東京都
江戸川区のタワーホール船堀で開催され毎年300件
ほどの発表、500 ～ 600名の参加者があります。初
日の夜の懇親会、2日目の夜のワインパーティーも
情報交換の場として活用できます。特にワインパー
ティーでは、ポスター賞の贈賞を行うこともあり、
若手が多く集う活気ある会になっています。秋季大
会は、昨年は名古屋（豊田工大）、一昨年は福井（福
井大学）で行われました。一般の学会発表に加え地
方独特の特別講演が聴講できることも秋季大会の
魅力の一つになっています。夏季セミナーは、昨年
は桐生、一昨年は奈良で開催されました。幅広い
テーマの下、厳選された演者の講演をまとまって聴
講できることが魅力です。2泊3日で行われること
から、参加者相互の情報交換・親睦の場としても活
用されています。

出版事業
繊維学会誌は毎月刊行され、解説記事を中心と

する「繊維と工業」と、原著論文を掲載する「報文」
が一体となっています。学会誌は学会の「顔」の
役割を果たす重要な情報発信の媒体です。先に述
べたとおり、本学会の創成期について報告した記
事をみると、学会誌を定期的に刊行することが学
会の大きな使命・責務であるとの思いがひしひし
と伝わってきます。インターネットをはじめとす
る多彩なメディアが日進月歩で発達する現在、情
報発信のための学会誌のあるべき姿についても、
前向きな検討を続けていく必要があります。ちな
みに繊維学会誌の内容は独立行政法人科学技術振
興機構が運用する J-STAGE上に収録されており、
世界中どこからでもアクセスできるようになって
います。会員サービスの観点から、「繊維と工業」
は会員のみにパスワードを使ってアクセスする権
利が与えられています。「報文」は掲載後3カ月が
経過すると一般に公開されます。

ところで、「報文」は学会の本来の目的である「学
術」と「技術」の状況を色濃く反映する媒体です。
質が高く影響力ある研究・技術報告を多く掲載する
ことが、学会の存在意義を高めるための最も重要な
責務です。現在、繊維学会誌は Science Citation 
Index のデータベースCore collection に収められて
います。日本語で投稿できる Impact Factor （IF）
のつくジャーナルという大きなアドヴァンテージを
持っていることになります。ただし、残念ながら論
文の投稿数は伸び悩み、IF も低い数字になってい
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ます。論文の投稿が各分野の IF の高いジャーナル
に一極集中する傾向を示す現在、繊維学会誌「報文」
については、今後、その位置づけを明確に定めた運
営が必要と考えています。

講演会
講演会としては、繊維基礎講座、応用講座、技

術セミナーが 3本柱です。基礎講座は企業の新入社
員や学生を主な対象として 2日間にわたって行わ
れ、繊維技術に関わる全ての領域を網羅してやさし
く噛み砕いた解説がなされます。応用講座では、現
在注目されているトピック的な内容を幅広い分野か
ら精選して提供しています。また、技術セミナーで
は繊維関連の製品技術を中心とした講演がなされ
ます。かつては、各繊維会社の新製品の布サンプル
がまとまって提供される講演会として注目を集めて
いましたが、現在では繊維関連製品まで対象を広
げ、より幅広い製品知識が吸収できる内容になって
います。

研究委員会
繊維学会には 12 の研究委員会があり、それぞれ

の研究分野の深化・活性化を目指して活動を行って
います。その中で最も新しいのが、唯一、研究分野
を特定しない若手研究委員会です。本学会に関わり
の深い若手研究者が定期的に集う機会をもつこと
により、さまざまな分野の最新情報が得られるとい
う利点ばかりでなく、人と人との繋がりが強まり、
さらに本学会への帰属意識が醸成されればという
願いがあります。

支部活動
繊維学会には、東北・北海道支部、関東支部、東

海支部、北陸支部、関西支部、西部支部の 6 つの
支部があります。地元密着型の活動を行うことに
よって、学会活動の裾野を広げる役割を担っていま
す。支部で講演会を開催すると、本部の行事より
ずっと多く人が集まると豪語する支部もあります。

国際交流
繊維学会の国際交流活動としてまず挙げられるの

は、FAPTA （The Federation of Asian Professional 
Textile Associations、アジア繊維関連専門団体連
合会）に所属し、FAPTA の唯一の活動である、
ATC （Asian Textile Conference, アジア繊維会議）
に組織として参加していることです。第1回の

ATC はインドで 1991年に開催され、最近では、
2009年 の ATC-10 は 上 田（ 日 本 ）、2011年 の
ATC-11 は大邸（大韓民国）、2013年の ATC-12 は
上海（中国）で開催され、2015年の ATC-13 はオー
ストラリアで開催される予定です。FAPTA に所属
する国・地域は Australia, China, Chinese Taipei, 
Hong Kong, India, Iran, Japan, Korea であり、ATC
開催中に開催される代表者会議で 2年後の開催地
が決められます。

賛助会員の方に
学会はどうも敷居が高く近寄り難いというご意見

を、特に賛助会員の方々からよく耳にします。そこ
で、繊維学会では「学術セミナー」を新春の年明け
に毎年開催しております。気楽な雰囲気の中で、多
くの方々と語り合う場を提供することが狙いです。
また、維持会員・賛助会員向けに、海外ニュースレ
ターを毎月発行しています。これは、海外業界誌の
記事から注目すべき内容をピックアップし、分野別
にコンパクトにまとめたものです。さまざまな情報
が氾濫する現在、厳選された 2次情報は、特に日々
多忙な方々にとって貴重な情報源となると信じてい
ます。

繊維学会の果たすべき役割と今後の展望
ここまで述べてきたように繊維学会は、さまざま

な事業活動を積極的に展開しております。しかしな
がら、わが国の繊維の科学と技術の分野の将来像
は、楽観視できるものではありません。産業界では
生産の海外シフトが進み、大手繊維企業でも業態が
変化し、繊維関連の研究開発は人員も規模も縮小し
ています。大学では、かつて多数存在した繊維関連
の学科・専攻の多くは専門領域をシフトさせ、従っ
てこの分野の教員は、一部の大学を除いて学内で組
織力を保つことは難しく、個々の立場で分散して研
究活動を行う状況が増えています。国および地方の
公設試験研究機関でも、地域によって温度差はあり
ますが、繊維関連の部署が縮小、あるいは方向転換
をしています。このような状況で、わが国が培って
きた繊維分野の学術や生産技術の継承・維持、さら
には人材の確保・育成も困難に直面しています。一
方、わが国には繊維分野の教育・研究・事業活動を
推進するためのさまざまな組織や仕組みが存在し
ています。上で述べたような危機感もあり、現状を
打開するためのさまざまな試みがなされています。
しかしながら、その力の方向性に統一感がなく、横
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の繋がりの弱さから、個々の努力が発散気味になり
勝ちであるとの懸念もあります。

かかる状況のなかで、人・モノ・情報の集約点
の存在が求められています。そして、その役割は
産学官に均等に目配りのできる学術団体が担うべ
きであるとの責務を感じています。繊維分野の学
術と産業の発展のために全日本の力を結集する

「要」の役割を担うことが、繊維学会が果たすべき
役割といえます。

創立70周年を期に、繊維学会ではこれまでの学
会活動を一層発展させるべく、次の目標を掲げてお
ります。

（1）   わが国の産学官の総力を結集した総合的な繊維
関連産業・文化政策への貢献

（2）   海外との連携強化と積極的な情報の発信・研究

ネットワークの構築、これらを活用した人材育
成の強化

（3）   斬新な繊維関連科学技術の提案と挑戦、先端領
域の創発

（4）   領域横断型の先導的な繊維産業分野の展開に資
する取り組みの推進

地球規模のさまざまな問題が顕在化するなかで、
課題解決型の研究の設定力、コーディネート力、実
行力への要求が高まっています。しかしながら、原
理・原則に立ち戻る学術基盤なしに、真の革新的研
究成果を産み出すことはできません。こうした中、
繊維学会は繊維の科学と技術の発展に資する活動
に真摯に取り組んでいく所存です。皆様のご賛同、
ご協力を宜しく御願い申し上げます。

図表4　繊維学会　ロゴ

出所：繊維学会


