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群馬大学大学院理工学府
高分子構造物性・材料科学研究室
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Tel: 0277-30-1332（上原）, Fax: 0277-30-1333

http://polymer.chem-bio.st.gunma-u.ac.jp/uehara/index.html

当研究室では高分子鎖の特徴を生かした「延伸」技術を展開することで
フィルム・多孔質膜、高強度繊維、セラミックス
を作る研究を行っています

教授︓山延 健・上原 宏樹
准教授︓米山 賢 助教︓撹上 将規
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高分子材料の各種成形加工（一軸延伸・二軸延伸・圧延・混練り・射出等）による
高性能化・高機能化に関する共同研究・技術相談を受け付けております
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フリッチュ・ジャパン株式会社 http://www.fritsch.co.jp　info@fritsch.co.jp
本　　　社　〒231-0023 横浜市中区山下町252 TEL  045-641-8550 FAX 045-641-8364
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CNF（セルロースナノファイバー）の研究には
ドイツ フリッチュ社の各種粉砕機をご検討ください。

ユニバーサル
カッティングミル P-19
●70-80mmの試料を0.2-6mmに連続粉砕。
●高速（300-3,000rpm）と
　低速（50-700rpm）の2機種を用意。

●さらに60Lのサイクロンで
　発熱を極力軽減。

P-5
台盤回転数 : 50-400rpm
容器回転数 : 109-876rpm
搭載容器 : 500/250cc 各4個
  80ccは最大8個搭載可

PL-5
台盤回転数 : 100-800rpm
容器回転数 : 200-1,600rpm
搭載容器 : 500/250cc 各2個
  150ccは最大4個搭載可

PL-7
台盤回転数 : 100-1,100rpm
容器回転数 : 200-2,200rpm
搭載容器 : 80/45/20cc 各2個

P-6
台盤回転数 : 100-650rpm
容器回転数 : 182-1,183rpm
搭載容器 : 500/250cc 各1個
  80ccは2個搭載可

P-7
台盤回転数 : 100-800rpm
容器回転数 : 200-1,600rpm
搭載容器 : 45/12cc 各2個

容器材質 : ジルコニア、メノー、アルミナ、チッカ、珪素、
 高硬度ステンレス、ポリアミド、WCCO。

遊星型ボールミルシリーズ
Premium Line PL-5, PL-7
Classic Line P-5, P-6, P-7

ドイツ フリッチュ社製

ドイツ フリッチュ社製

《前処理大量処理用》

《さらに“ナノ”の世界には》

カタログおよび価格表は弊社にお問い合わせください



精密機械工場のスーパークリーンルームでも使用される

高性能マイクロファイバーをご家庭に。

特殊コンジュゲートの割繊糸

　　「　　　　　」を使ったお掃除用品
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Effect of Scouring and Bleaching on
Chemical Modification of Cotton Sliver
by EB-Induced Graft Polymerization

Takuya Honda＊1,2, Wataru Sakai＊3, Koji Miyazaki＊4,
and Kenji Hisada＊4

＊1 Technical Research Laboratory, Kurabo Industries,
Ltd., 14-30, Shimokida-cho, Neyagawa, Osaka 572-
0823

＊2 Department of Advance Interdisciplinary Science and
Technology, Graduate School of Engineering,
University of Fukui, 3-9-1 Bunkyo, Fukui-shi, Fukui,
910-8507, Japan

＊3 Department of Macromolecular Science and
Engineering, Kyoto Institute of Technology,
Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto 606-8585, Japan

＊4 Department of Fiber Technology and Science,
Graduate School of Engineering, University of Fukui,
3-9-1 Bunkyo, Fukui-shi, Fukui, 910-8507, Japan
A cotton fabric has high water absorption and good touch,

so it has been used as clothes since ancient times. Electron beam
(EB) induced graft polymerization is one of the chemical
modification methods for polymer materials such as fibers and
films. In this study, it was shown that uniform modification can
be achieved through EB-induced graft polymerization even with
unrefined cotton sliver. The Cotton sliver can be used not only
for fabrics but also for knits and nonwoven fabrics and so on.
ESR spectroscopy and the degree of grafting showed that the
amount of radical generated in the original sliver was smaller
than that for the sliver after scouring and bleaching. A more
remarkable difference was observed in the amount of active
radical that could initiate the graft polymerization. Nevertheless,
it was possible to modify the cotton sliver that had not been
scoured and bleached through the EB-induced graft
polymerization if the graft polymerization could be completed
within 90 min. Microprobe Raman spectroscopy revealed that
the generated graft chains were uniformly distributed inside the
sliver. A comparison of the reactivity of monomers in different
dispersion states in water showed that the monomers forming
small dispersion units in water tended to have the higher degree
of grafting. The diffusion process in which the monomer reaches
the active site in the sliver before their disappearance must be
key process for the graft polymerization to proceed. J. Fiber Sci.
Technol., 76(4), 119-126 (2020) doi 10.2115/fiberst.2020-0012
©2020 The Society of Fiber Science and Technology, Japan

―――――――――――――――――――――――――

Influence of Sugar Structure on Coloration of
Wool Fibers by Reducing Sugars
Takeru Ohe and Yurika Yoshimura

Osaka Research Institute of Industrial Science and
Technology, Morinomiya Center, 1-6-50 Morinomiya,
Joto-ku, Osaka 536-8553, Japan
We have experienced in our daily living well that foods

including both reducing sugar, such as glucose, and amino
compound, such as amino acid and protein, become yellow or
brown after the heating process or long storage such as the
fermentation process. These coloration reactions are called the
Maillard reaction, melanoidin reaction or browning reaction. It
was clarified in our previous works that protein fibers such as
wool, silk, and leather, were also colored brown by reducing
sugars. Interestingly, each usage of isomeric reducing sugar
afforded the different color density of these protein fibers. For
example, the wool fibers colored by D-galactose showed the
deepest coloration in the hexoses, such as D-glucose, D-galactose,
and D-mannose. In this paper, various reducing sugars having
different carbon number or different configuration of hydroxyl
groups were investigated as their color precursors to clarify the
mechanism of the above results in detail. Obtained results
showed that both the stability of their chain structure in an
aqueous solution and the configurations of their hydroxyl groups
affected their color density largely. As a result, D-erythrose,
which is one of tetrose, gave the deepest coloration in the
reducing sugars examined here. J. Fiber Sci. Technol., 76(4),
127-133 (2020) doi 10.2115/fiberst.2020-0014 ©2020 The
Society of Fiber Science and Technology, Japan

―――――――――――――――――――――――――

A Survey on Consciousness of Kurashiki
Canvas and Design Proposals
Manami Fukumura＊1,2, Ikuko Turo＊3,

and Kunio Kimura＊1
＊1 Department of Design for Contemporary Life, GIfu
City Women’s College, 7-1 Hitoichiba Kitamachi, Gifu
City, Gifu 501-0192, Japan

＊2 Graduate School of Environmental and Life Science,
Okayama University, 3-1-1 Tsushimanaka, Kitaku,
Okayama City, Okayama 700-8530, Japan

＊3 Toyota Housing Okayama Corporation, 161 Kume,
Kitaku, Okayama City, Okayama 701-0144, Japan
The consciousness survey on Kurashiki canvas was

conducted to analyze the recognition and images for
understanding what kind of canvas products would be required.
The characteristic and attraction of Kurashiki canvas were
considered, and the new design acceptable to wider consumers
leading to the sales promotion was proposed based on the results
of survey. From a result of the questionnaire survey, high quality
and strength of Kurashiki canvas were well perceived. Major
images for Kurashiki canvas were simple, casual and natural.
Image of favorable color and pattern type were red, white and
blue, and striped pattern, respectively. These analysis results
concluded that the satisfaction level of persons who used
Kurashiki canvas was high. New Kurashiki canvas products,
which were a rucksack, a tricolor bag, a cap, a basket,
lampshades, a school uniform, a jacket and slippers, were
proposed meeting the consumers’ demands clarified by this
survey. J. Fiber Sci. Technol., 76(4), 134-143 (2020) doi
10.2115/fiberst.2020-0015 ©2020 The Society of Fiber Science
and Technology, Japan
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2020年度（令和 2年度）繊維学会主要行事予定

繊維学会の正会員様へのお知らせ
繊維学会の正会員様、企業・団体会員様の会員資格は毎年自動継続となり、別段のお手続きは必要ございま

せん。ただ、新しい年度に替わり異動、退職、担当者交代などによりご登録情報に変更がございましたら、お
早めにご連絡を頂きますよう、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

＊学会誌の送付先の変更
住所変更（新旧の住所）、担当者変更（新旧の担当者名）、時期など

＊退会をご希望の際は、メールまたは FAX に必要事項
会員番号、氏名、退会希望日、連絡先など

を記入し、下記までご連絡をお願いします。
問合せ先

一般社団法人 繊維学会 事務局
〒141－0021 東京都品川区上大崎 3－3－9－208
TEL : 03－3441－5627 FAX : 03－3441－3260
E-mail : office@fiber.or.jp

2020 年（令和 2年）度分 正会員年会費自動引落し日のご連絡

年会費の自動引落しをお申込み頂いています正会員の皆様の口座からの
年会費の自動引落し日は

2020 年 4月 23 日㈭
になりますのでご通知申し上げます。

繊維学会論文誌（JFST）
Journal of Fiber Science and Technology

�JFST は、繊維科学を中心とした幅広い専門分野をカバーする査読付きの英文・和文のハイブリッドジャー
ナルです。

�JFST は、Web of Science Core Collection をはじめ Journal Citation Report , Scopus 等の各種データベース
に収録され、永く Impact Factor を維持し、国際的な評価を得ている日本の繊維科学をリードする学術論文
誌です。

�JFST は、読者へのサーキュレーションの良いオープンアクセス誌としていますが、掲載内容の二次利用に
ついては、著作権保護の立場から一般社団法人 著作権協会に著作権管理および利用許諾業務を委託してい
ます。

行 事 名 開 催 日 開 催 場 所

2020年度 通常総会・授賞式 2020年 6 月10日㈬ 午前
午前 9:20～10:30（予定）

タワーホール船堀（江戸川区船堀）
受付：5 階

2020年度 年次大会・研究発表会 2020年 6 月10日㈬、11日�、
12日㈮

タワーホール船堀（江戸川区船堀）
受付：1 階

繊維基礎講座 2020年 6 月25日�、26日㈮ 和洋学園 九段スカイビル 2 階
（東京都千代田区九段）

第50回夏季セミナー 2020年 9 月 9 日㈬、10日㈭、
11日㈮

佐賀県立生涯学習センター
「アベンセ」（佐賀市）

2020年度 秋季研究発表会 2020年11月 5 日㈭、6 日㈮ 名古屋工業大学（名古屋市）

A2



繊維学会会員の皆様 －COVID-19の感染防止－

2020 年に入って COVID-19 の流行の兆しが見え始めた途端に WHO のパンデミック宣言に至るほど世界的に感

染の拡大が続いております。特に、ここ 2 週間ほどの間に各地で爆発的な感染拡大が起こり、感染の中心がアジア

からヨーロッパと北米へ移っています。更には、アセアン諸国やオセアニア、南米へと広がりが続いています。日

本においては、感染者数の増大は緩やかで持ちこたえてはいましたが、先日政府が全世界に対して危険レベルを 2

に引き上げる異例の措置をとる事態となりました。特に、大都市圏での感染爆発やロックダウンの回避に向けて様々

な努力が続けられており、東京都においては小池知事から感染爆発の重大局面を迎えつつある認識の共有と感染爆

発抑制のための行動要請がなされました。大学においては、卒業式や学位授与式、そして入学式もこれまで通りに

は開催はできず、中止せざるを得ないところが多数です。企業においても、出張の自粛や会議の短縮化などの対策

が打たれています。

繊維学会の会員様におかれましても、COVID-19 の情報収集に努められ、くれぐれも感染防止に御留意下さいま

すようお願い致します。

繊維学会行事等に関して延期や中止の判断をした場合は、速やかに学会 HP などでご連絡いたします。ご理解と

ご協力をお願いいたします。

繊維学会長 木村邦生

2020年度通常総会開催について

2020 年度通常総会を下記要領で開催を予定していますので、ご出席いただきたくご案内申し上げます。本総会

の目的であります下記議案の決議には、定款により過半数以上の定足数を必要としますので、当日ご欠席の場合に

は、別途お送りします 2020 年度通常総会開催通知の“返信用はがき”の委任状記入欄に（個人会員名または学会窓口

担当者名など）をご記入いただき、5 月 20 日㈬までに必ずご返送くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 開催日：2020 年 6 月 10 日㈬ 9:20～ （予定）

2. 会 場：タワーホール船堀（東京都江戸川区船堀）5 階 小ホール

〒134－0091 東京都江戸川区船堀 4－1－1 TEL : 03－5676－2211

3. 議 案：第 1 号議案 2019 年度事業報告承認の件

第 2 号議案 2019 年度決算報告承認の件

第 3 号議案 2020・2021 年度理事選任の件

第 4 号議案 2020・2021 年度監事選任の件

第 5 号議案 名誉会員推挙の件

4. 報告事項：

2019 年度（令和元年度）公益目的支出計画実施報告に関する件

◇総会の会場、開催形式、議決権の行使方法等は主務官庁の助言に従い変更の可能性があります。
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2020年度繊維学会年次大会
研究発表会・ポスター 発表募集

1. 日 時：2020 年 6 月 10 日㈬～12 日㈮

2. 会 場：タワーホール船堀（江戸川区総合区民ホール）
〒134－0091 東京都江戸川区船堀 4－1－1
TEL : 03－5676－2211 FAX : 03－5676－2501
http://www.towerhall.jp/

〈交通〉都営地下鉄新宿線船堀駅下車北口徒歩 30 秒

3. 開催概要
繊維学会年次大会は、繊維・高分子科学に携わる研究者や技術者が一堂に会し、研究成果の発表を行い、参加

者と充実した議論やコミュニケーションができる場を提供することを開催の基本方針としています。また、「優
秀口頭発表賞」と「優秀ポスター発表賞」を授与し、活躍する若手研究者の顕在化を図ります。例年、多数の発
表者に加え、依頼講演もあります。会員の皆様には、ご自身の最新の研究成果の発表の場、議論討論の場、ネッ
トワークを広げる場として、本年次大会を積極的にご活用ください。特別講演には、信州大学先鋭材料研究所
遠藤守信先生をお迎えし、「カーボンナノチューブ～基礎科学と応用そして未来への約束～」と題してご講演い
ただきます。

4. 発表分野
□一般セッション
1. 繊維・高分子材料の創製

1a 新素材合成、1b 素材変換・化学修飾、1c 無機素材・無機ナノファイバー・有機無機複合素材
2. 繊維・高分子材料の機能

2a オプティクス・フォトニクス、2b エレクトロニクス、2c イオニクス、2d 機能膜の基礎と応用
2e 接着・界面/表面機能、2f 耐熱性・難燃性

3. 繊維・高分子材料の物理
3a 結晶・非晶・高次構造、3b 繊維・フィルムの構造と物性、3c 複合材料の構造と物性

4. 成型・加工・紡糸
4a ナノファイバー、4b 繊維・フィルム、4c 不織布・多孔体、4d 複合材料、4e 3D プリンタ

5. 染色・機能加工・洗浄
5a 染色、5b 機能加工、5c 洗浄

6. テキスタイルサイエンス
6a 紡織・テキスタイル、6b 消費科学、6c 感性計測・評価、6d アパレル工学、6 e スマートテキスタイル

7. 天然繊維・生体高分子
7a 天然材料・ナノファイバー、7b 生分解性材料、7c バイオマス素材、7d セルロースナノファイバー

8. ソフトマテリアル
8a 液晶、8b コロイド・ラテックス、8c ゲル・エラストマー、8d ブレンド・ミクロ相分離、
8e 自己組織化

9. バイオ・メディカルマテリアル
9a 生体材料・医用高分子、9b バイオポリマー

□特別セッション
10. 紙・パルプ・パッケージング

10a 紙、10b パルプ、10c パッケージング、10d リグノセルロース
11. 高分子・繊維材料の構造解析の新展開と未来展望（繊維基礎科学研究委員会）

11a 測定法の開拓（システムの構築を含む）、11b 解析法の提案（プログラムの構築を含む）、
11c 装置の開発、11d 上記以外の構造解析の新展開と未来展望
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5. 予稿集発行日；予稿集発行日：2020. 6. 3㈬
注）予稿原稿を投稿された時点で、その著作権は繊維学会に帰属するものとします。
注）Ａ2 応募対象者は、予稿原稿投稿期間が異なります。期間内に投稿しない場合は、審査対象から除外しま

す。くれぐれもご注意ください。
注）登録の際、繊維学会会員番号（個人正会員、学生会員の方）が必要になります。

会員番号は学会誌送付用封筒に記載されております。
注）締切直前は Web が混み合いますので、早めに申込/投稿してください。また、締切期限を過ぎますと自

動的に Web が閉鎖され、以後は受付られなくなります。

6. 事前参加登録：2020 年 5 月 29 日㈮ 17 時
参加登録はホームページの参加登録フォームよりお申し込みください。

7. 参加登録料・懇親会費：

8. 参加登録：
大会参加者および懇親会出席者は、発表の有無にかかわらず、登録が必要です。
事前登録締切：2020 年 5 月 29 日㈮
＊事前登録者は、締切までに参加登録料を下記のいずれかの方法でご送金ください。

・銀行振込：三菱東京 UFJ 銀行 目黒駅前支店 普通口座 4287837
（加入者名）一般社団法人 繊維学会

・郵便振替：口座番号 00110－4－408504 （加入者名）一般社団法人 繊維学会年次大会
・現金書留：〒141－0021 東京都品川区上大崎 3－3－9－208

（送付先名）一般社団法人 繊維学会年次大会係
※期間内に入金が確認できない場合は、当日登録料金となります。
※振込手数料は各自でご負担ください。

9. 問合せ先：繊維学会事務局 TEL : 03－3441－5627 E-mail : office@fiber.or.jp

2020 年繊維学会年次大会実行委員会：
実行委員長 江前敏晴（筑波大）
実行副委員長 小瀬亮太（農工大）、兼橋真二（農工大）、石井大輔（東京農大）、濱田仁美（東京家政大）、

深沢博之（静岡県工業技術研究所）
担当理事 戸木田雅利（東工大）
実行委員 芦沢 実（東工大）、後関頼太（東工大）、田中 学（首都大）、小林元康（工学院大）、古賀舞都

（産 総 研）、松 葉 豪（山 形 大）、宝 田 亘（東 工 大）、高 﨑 緑（京 工 繊 大）、花 田 朋 美
（東京家政学院大）、雨宮敏子（お茶女大）、松梨久仁子（日本女大）、村瀬浩貴（共立女大）、
吉岡太陽（農研機構）、吉川千晶（物質・材研機構）、丸林弘典（東北大）、荒木 潤（信州大）、
福島和樹（東大）、中澤靖元（農工大）、小林由典（王子製紙）、櫻井伸一（京工繊大）、撹上将規

（群馬大）、金キョン屋（信州大）（順不同）
学会事務局 野々村弘人、山本恵美

詳細内容はホームページをご覧ください。

参加登録料

懇親会費 （懇親会は 6月 10 日に行います）

参加登録料 繊維学会
正会員 維持・賛助会員 非会員 繊維学会

学生会員 学生非会員

事前登録料 10,000 円 10,000 円 18,000 円 3,000 円 6,000 円
当日登録料 12,000 円 12,000 円 20,000 円 5,000 円 8,000 円

懇親会費 繊維学会
正会員 維持・賛助会員 非会員 繊維学会

学生会員 学生非会員

事前登録料 7,000 円 7,000 円 7,000 円 3,000 円 3,000 円
当日登録料 8,000 円 8,000 円 8,000 円 4,000 円 4,000 円
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