
様式１ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 京都工芸繊維大学 
中華人民共和国拠点機関： 東華大学 
大 韓 民 国 拠 点 機 関： 嶺南大学 

ベトナム社会主義共和国拠点機関： ハノイ工科大学 
エジプト・アラブ共和国拠点機関： ヘルワン大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 次世代型繊維科学研究「ネオ・ファイバーテクノロジー」の学術基盤形成  
                   （交流分野：  繊維科学        ）  
（英文）： Establishment of collaboration research for ‘Neo-Fiber Technology’ in Asia  
  and Africa                                 
                   （交流分野： Fiber Science and Technology ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.cfts.kit.ac.jp/asia_africa/index.html    
 
３．採用年度 
 平成１９年度（３年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：京都工芸繊維大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・江島義道 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院工芸科学研究科・教授・木村良晴 
 協力機関：なし 
 事務組織：国際企画課 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
 
（１）国（地域）名： 中華人民共和国 
拠点機関：（英文）Donghua University 

      （和文）東華大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
 College of Chemistry and Chemical Engineering・Professor・Danian LU 



 協力機関：（英文） Zhejiang Sci-Tech University 
      （和文） 浙江理工大学 

      （英文） Hong Kong Polytechnic University 
      （和文） 香港理工大学 
 
（２）国（地域）名： 大韓民国 
拠点機関：（英文）Yeungnam University 

      （和文）嶺南大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

School of Textiles・Professor・Kang KOO 
 
（３）国（地域）名： ベトナム社会主義共和国 
拠点機関：（英文）Hanoi University of Technology 

      （和文）ハノイ工科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
 Polymer Centre・Associate Professor・TA Thi Phuong Hoa 
 
（４）国（地域）名： エジプト・アラブ共和国 
拠点機関：（英文）Helwan University 

      （和文）ヘルワン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
 Faculty of Applied Arts・Associate Professor・Ahmed El-SALMAWY 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
 

本学術基盤形成プロジェクトでは、地球環境調和や高付加価値付与のための先端的研究

を多く行っている日本を中心としてアジア・アフリカ諸国の大学・研究者間で連携しなが

ら、｢ネオ・ファイバーテクノロジー｣という新たな繊維科学学術基盤の形成を行う。特に、

持続可能な新しい繊維生産体系の開拓を共通の目的として、共同で研究・教育を行い、環

境に適合した新しい原料体系（バイオベース）に基づく新たな繊維製品設計技術を開拓す

るとともに、市場ニーズに立脚した新しいマーケティング手法と付加価値創出法を編み出

しながら、近未来社会のために大きな貢献を行うことを目標とする。 

また、本プロジェクトで連携する大学はいずれも繊維研究に特色のある大学で、京都工

芸繊維大学は全ての大学と学術交流協定を結んでいるが、交流内容をより広くかつ充実さ

せながら交流を積極的に推進し、研究者の相互訪問や共同研究を進める。その活動の中で、

上述した｢ネオ・ファイバーテクノロジー｣という新規学術分野を担い積極的にリードでき

る人材を育成しながら、新しい繊維生産体系の世界的展開を図ることを目標としている。
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従って、一義的には教育を中心に当該諸国との連携を深めていくこととなるが、最終的に

は、その人材育成がアジア・アフリカ地域を中心とする新しいバイオベース繊維の技術展

開につながっていき、国際的な新繊維生産基地としての役割が果たされることを目指して

いる。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
 連携するアジア・アフリカ諸国の大学とその研究者とともに、インテリジェントファイ

バーテクノロジーとヒューマン・オリエンティッド・ファイバーテクノロジーの協働・融

合による新しい繊維科学・工学体系｢ネオ・ファイバーテクノロジー｣の推進を行う学術基

盤の形成を行ってきた。本プロジェクトの初年度（平成２０年１月）に、連携する大学な

かで、唯一本学との交流協定がなかったエジプトのヘルワン大学との交流協定を締結し、

アジア・アフリカ学術基盤形成事業の拠点・協力機関のすべての海外の大学と学術交流協

定を締結することができた。これにより、研究と教育の協力体制の基盤が構築され、より

戦略的に協働することが可能となった。 
研究面としては、京都工芸繊維大学独自のカイコの遺伝子組み換え技術や乳酸などの生

体成分を高分子化する技術を駆使し、新たなバイオファイバーやバイオミメティックファ

イバーの開発を目指しながら、マーケティングサイエンスの開拓につながるユーザーニー

ズからの繊維製品設計、市場創出型繊維開発システムの創成に向けて、情報交換をしなが

ら協働的な教育・研究活動を続けてきた。そして、ネオ・ファイバーテクノロジー創出事

業により、世界の繊維産業技術をリードするとともに、アジア・アフリカ諸国との連携強

化とその交流の活性化を行い、環境と調和した新しいバイオベースの原料体系を創成しつ

つ環境負荷を低減したバイオベース繊維群の開発を推進してきた。そして、各研究の進捗

状況の確認と、各国間の将来に向けての連携強化と交流の活性化のために、公開のジョイ

ントセミナーを継続的に開催してきた。初年度の平成１９年１０月に京都工芸繊維大学で

第１回セミナーを行い、平成２０年１月にエジプトのヘルワン大学で第２回セミナーを開

催した。第二年度は、平成２０年１０月に第３回セミナーを中国の浙江理工大学で行い、

また、平成２１年３月には韓国の嶺南大学で第４回セミナーを開催した。また、各年度に

数名の研究者の相互訪問を行い、講演やディスカッションを通して、交流を深め、学術基

盤形成の強化に努めた。 
 また、本プロジェクトの活動に並行して、教育面での人材育成として、アジア・アフリ

カ学術基盤形成事業（ネオ・ファイバーテクノロジー）に関連する研究テーマで、中国の

浙江理工大学から京都工芸繊維大学にポスドクとして若手研究者を招いたり、韓国の拠点

機関である嶺南大学から京都工芸繊維大学の留学生を迎えたりと、実質的な交流への広が

りをみた。加えて、初年度の第１回セミナーの開催の前日に、セミナー会場となる京都工

芸繊維大学でエジプトをフューチャーした「エジプシャンデー」を企画し、大学の紹介や

講演ならびに文化的な展示会を行った。また、第２回セミナーの際には、会場となったヘ
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ルワン大学で日本をフューチャーした「ジャパンデー」を企画し、それぞれの国の文化や

大学全体としての相互理解を深めた。なお、第２回セミナーは「日本・エジプト科学技術

協力年」の一事業として開催された。第二年度には、京都工芸繊維大学のメンバーが、エ

ジプト、香港に出向き種々の情報交換を通じて共同研究の在り方を探ってきた。 
 
７．平成２１年度研究交流目標 
 
前年度に引き続き、連携するアジア・アフリカ諸国の大学とその研究者とともに、イン

テリジェントファイバーテクノロジーとヒューマン・オリエンティッド・ファイバーテク

ノロジーの協働・融合による新しい繊維科学・工学体系｢ネオ・ファイバーテクノロジー｣

を推進するとともに、研究交流活動の最終年度として、学術基盤形成の確認と将来の展開

について検討・提案を行うことを目的とする。すなわち、京都工芸繊維大学独自のカイコ

の遺伝子組み換え技術や乳酸などの生体成分を高分子化する技術を駆使し、新たなバイオ

ファイバーやバイオミメティックファイバーの開発を目指しながら、マーケティングサイ

エンスの開拓につながるユーザーニーズからの繊維製品設計、市場創出型繊維開発システ

ムの創成に向けて、情報交換をしながら協働的な教育・研究活動を続けていくことである。

そして、ネオ・ファイバーテクノロジー創出事業により、世界の繊維産業技術をリードす

るとともに、アジア・アフリカ諸国のそれぞれの立場を理解しつつ、各国間との連携強化

とその交流の活性化を行い、環境と調和した新しいバイオベースの原料体系を創成しつつ

環境負荷を低減したバイオベース繊維群の開発を推進する。そして、各研究の進捗状況の

確認と、各国間の将来に向けての連携強化と交流の活性化のために、本年度はベトナム社

会主義共和国（ハノイ工科大学）と日本（京都工芸繊維大学）において、２回のジョイン

トセミナー（公開）を催す。同時に、若手研究者の交流を促進しながら次代の繊維科学の

中心となるネオ・ファイバーテクノロジーを推進していく人材を育成するとともにそのプ

ラットフォームを築きながら開発体制を整備する。 
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８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

 

共同研究では、最終年度となる平成２１年度も、前年度に引き続き、バイオファイバー

の開発、ケモバイオ変換プロセスの確立、バイオベースポリマーの繊維化を念頭に、持続

性を有し、環境との調和を図ることのできるバイオベース繊維の開発に向けた調査研究を

行なっていく。具体的には、(1)カイコの遺伝子組換え技術による新機能シルクファイバー

の開発、（2）生物の実現する精緻な構造と機能を模倣したバイオミメティックファイバー

の開発、（3）バイオベースマテリアル創出に向けた新たなケモバイオ変換プロセスの確立、

（4）高度に構造制御されたバイオナノファイバーの紡糸技術の開発が主たる調査研究テー

マとなる。また、一方、ユーザーニーズからの新規繊維の開発、すなわち(5)市場創出型繊

維開発システムの創成について可能性を探り、その基礎的な部分での共同研究を進める。 

 

８－２ セミナー 

 

最終年度のセミナーとして、２回の公開のジョイントセミナーを開催する。 

まず、ベトナム社会主義共和国（ハノイ工科大学）において、環境負荷低減と天然由来

素材を意識したファイバーテクノロジーについてのジョイントセミナー（第５回セミナー）

を開催する。このジョイントセミナーは、未利用の天然素材を多く持つ東南アジアに位置

するハノイ工科大学で開催することから、特に持続性材料として期待される天然由来素材

による繊維製品開発の可能性とその応用について討議を行う。 

また、本プロジェクトの最後のジョントセミナー（第６回セミナー）を、日本側の拠点

機関である京都工芸繊維大学（日本）で開催する。このセミナーでは、次世代型繊維科学

「ネオ・ファイバーテクノロジー」に関する研究活動の報告とさらなる展開をメインテー

マとする。特に、若手研究者の参加を促して、まず、個々の研究の進展とともに、本プロ

ジェクトの目標である次世代型繊維科学研究「ネオ・ファイバーテクノロジー」の学術基

盤形成の進捗状況を再度確認するとともに、将来の活動とその展開について討議を行い、

新しい繊維科学の在り方について提言を行う。併せて、今後の若手研究者の育成そのもの

についても、その提案と実践の検討を行う。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

 連携を組む５カ国７大学の間で、互いの研究状況を知るために、また、平成２１年度に

開催するジョイントセミナーの内容等の打ち合わせも兼ねて、研究者交流を行う。具体的

には、浙江理工大学及びハノイ工科大学から京都工芸繊維大学へ各１名の訪問を、また、

京都工芸繊維大学から香港理工大学、嶺南大学、ヘルワン大学へそれぞれ１名ずつの訪問

を予定している。研究室訪問や、講演・協議などを通して、互いの研究内容をより深く知
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ることにより、本事業における共同研究全体を広く見渡す視点を共有し、協働体制の基盤

が確立できると考えられる。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

ベトナム

<人／人日>

エジプト 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 
 1/5 1/5 

2/12 

(10/60)
1/7 

5/29 

(10/60)

中国 

<人／人日> 
4/24   3/18  7/42 

韓国 

<人／人日> 

1/6 

(1/6) 
  1/7  

2/13 

(1/6) 

ベトナム 

<人／人日> 
2/14     2/14 

エジプト 

<人／人日> 
1/7   1/7  2/14 

合計 

<人／人日> 

8/51 

(1/6) 
1/5 1/5 

7/44 

(10/60)
1/7 

18/112 

(11/66)

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

0 ／ 0  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文） 

次世代型繊維科学研究‘ネオ・ファイバーテクノロジー’の創生と実践

（英文）‘Neo-Fiber Technology’, Advanced Research for Fiber and Textile

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）木村良晴・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・教授 

（英文）Yoshiharu KIMURA・Graduate School of Science and Technology, 

Kyoto Institute of Technology・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Danian LU・Donghua University・Professor 
Kang KOO・Yeungnam University, School of Textiles・Professor 
TA Thi Phuong Hoa・Hanoi University of Technology・Associate Professor 
Ahmed El-SALMAWY・Helwan University・Associate Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 ベトナム エジプト 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

      

中国 

<人／人日> 

      

韓国 

<人／人日> 

      

ベトナム 

<人／人日> 

      

エジプト 

<人／人日> 

      

合計 

<人／人日> 

      

② 国内での交流   0／0  人／人日 
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２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

共同研究では、バイオファイバーの開発、ケモバイオ変換プロセスの

確立、バイオベースポリマーの繊維化を念頭に、持続性を有し、環境と

の調和を図ることのできるバイオベース繊維の開発に向けた調査研究を

行う。最終年度となる平成２１年度も、前年度に引き続き、(1)カイコの

遺伝子組換え技術による新機能シルクファイバーの開発、（2）生物の実

現する精緻な構造と機能を模倣したバイオミメティックファイバーの開

発、（3）バイオベースマテリアル創出に向けた新たなケモバイオ変換プ

ロセスの確立、（4）高度に構造制御されたバイオナノファイバーの紡糸

技 術 の開発 が 主たる 調 査研究 テ ーマと な る。ま た 、一方 、

ユーザーニーズからの新規繊維の開発、すなわち(5)マーケティングサイ

エンスに立脚した市場創出型繊維開発システムの創成について可能性を

探り、その基礎的な部分での共同研究を進める。 

これらの研究動向調査の成果は、我が国を含むアジア・アフリカ諸国

の連携を強化し活性化することに資する。最終的には、ネオ・ファイバ

ーテクノロジーの創出によって、世界の繊維産業技術をリードする礎と

なることが期待される。 

 なお、本プロジェクトは、アジア・アフリカ諸国の個々の国で行われ

ている従来の専門分野を横断的に統括する典型的な学際領域（クロスデ

ィスプリナリー）であるため、個々の課題が独立的に遂行されるのでは

なく、一つの大きなテーマの下に役割を分担しながら統合的に共同研究

を進めていくことになっている。そのため、若手研究者に広い視野を持

たせることができるだけでなく、研究開発の方向を決める流れを作り出

すことができる。 

それ故、平成２１年度に行う２回のセミナーへの参加者は、単にセミ

ナーで個々の研究の発表と討議をするだけではなく、現在行っている、

もしくは将来に計画している共同研究の活動を披露して、その体制づく

りに対する基本的考え方を明らかにし、実行に移していく準備を行う。

すなわち、セミナーのホスト大学で研究室を見学し、研究内容を討議す

ることにより、将来の共同研究や協働の可能性を探り、実際の共同研究

に発展させる。また、すでに行われている共同研究については、滞在時

に研究討議や方針の決定などを行うことにより推進する。なお、この項

目に関連する参加人数はセミナーの方で人数を記入し、この項目の交流

予定人数には加えない。 

日本側参加者数  

１６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中華人民共和国側参加者数 

２３ 名 （１３－２ 中華人民共和国側参加者リストを参照） 
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大韓民国側参加者数 

７ 名 （１３－３ 大韓民国側参加者リストを参照） 

ベトナム社会主義共和国側参加者数 

４ 名 （１３－４ ベトナム社会主義共和国側参加者リストを参照） 

エジプト・アラブ共和国側参加者数 

６ 名 （１３－５ エジプト・アラブ共和国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「ネオ・

ファイバーテクノロジー」セミナーシリーズ（５）「持続性天然資

源を用いた高機能、人間指向型繊維の展開」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program on Neo-Fiber Technology. 

Seminar Series 5. “Development of intelligent and human-oriented fiber 

technologies utilizing sustainable natural resources” 
開催時期 平成２１年 ７月２０日 ～ 平成２１年 ７月２３日（４日間）

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）ベトナム社会主義共和国、ハノイ、ハノイ工科大学 
（英文）Socialist Republic of Viet Nam, Hanoi, Hanoi University of 

Technology 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）木村良晴・京都工芸繊維大学工芸科学研究科・教授  
（英文） Yoshiharu KIMURA ・ Graduate School of Science and 

Technology, Kyoto Institute of Technology・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

TA Thi Phuong Hoa・Hanoi University of Technology・Associate 
Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国(ベトナム) 

日本 
<人／人日> 

A. 2/12
B. 
C. 10/60

中国 

<人／人日> 

A. 3/18
B. 
C. 

韓国 

<人／人日> 

A. 1/7
B. 
C. 

ベトナム 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 4/16

エジプト A. 1/7
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<人／人日> 

 
B. 

C. 

合計 
<人／人日>合計 

<人／人日> 

A. 7/44

B. 

C. 14/76 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的 環境問題が繊維産業分野ならびに人間自身において最重要課題

の一つであることを意識した上で、環境負荷の低減と高付加価値

の新機能繊維の開発を目指すインテリジェントファイバーテクノ

ロジーと、使う側の繊維製品や環境に対する感覚や購買意欲を考

察するヒューマン・オリエンティド・ファイバーテクノロジーの

接点の確認や融合を目的として、その可能性や方策について、セ

ミナー形式で意見交換する。 

これにより、天然繊維だけでなく、ポリ乳酸等の再生産可能資

源由来による新たな素材開発とその繊維（バイオベースファイバ

ー）利用に基づく化石資源依存型繊維製造からの脱却を具体的に

模索することができると同時に、使い手側からの新たな研究アプ

ローチもでき、次世代型で統合的な「ネオ・ファイバーテクノロ

ジー」の構築に向け、意義深い。 
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期待される成果 本セミナーは、まだ有用性が知られていない天然素材を持つ可

能性のある東南アジアに位置するハノイ工科大学において公開形

式で行なうため、新たな繊維素材開発の可能性について様々なコ

メントが得られるものと期待され、バイオ資源の開発、環境負荷

低減素材の開発・研究を具体的に進めるにあたり、有効である。

 本セミナーには、日本のみならず連携するアジア諸国の大学（ベ

トナム社会主義共和国 [ハノイ工科大学]、中華人民共和国 [東華

大学、浙江理工大学、香港理工大学]、大韓民国 [嶺南大学]）と

アフリカの大学（エジプト・アラブ共和国 [ヘルワン大学]）から

の研究者の参加を要請し、環境負荷低減と天然由来素材を意識し

たインテリジェントファイバーテクノロジーとヒューマン・オリ

エンティッド・ファイバーテクノロジーの融合による新しい繊維

科学・工学体系｢ネオ・ファイバーテクノロジー｣の創出を目指す。

それにより、アジア・アフリカ諸国の連携の強化を図るうえで大

変大きな成果が得られると期待される。 

 また、若手研究者の参加も積極的に促し、今後の若手研究者の

育成そのものについても討議し、その国際的な実践を具体化する。

それにより、本プロジェクトの目標である次世代型繊維科学研究

の学術基盤形成に資する。以上の観点からも、本セミナーは重要

な成果を挙げるものと期待される。 
セミナーの運営組織 事務局 

Secretary General:  
山根秀樹・京都工芸繊維大学繊維科学センター・教授 
Secretary:  
青木隆史・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・准教授 
櫻井伸一・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・准教授 
佐藤哲也・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・教授 
安永秀計・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・准教授 
Chair of the Local Committee: NGO Chi Trung・Hanoi University of 
Technology・Lecturer 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費              金額  1,600 千円 
     謝金                金額     50 千円

備品・消耗品購入費         金額  150 千円

その他経費等            金額  132 千円

                 合計  1,932 千円 
相手国（ベ

トナム社会主

義共和国）側 

内容 施設使用料等諸経費                 金額   500 千円 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「ネオ・

ファイバーテクノロジー」セミナーシリーズ（６）「アジア・アフ

リカ学術基盤形成事業“ネオ・ファイバーテクノロジー”の活動報

告と将来への展開」 
（英文）JSPS AA Science Platform Program on Neo-Fiber Technology. 

Seminar Series 6. “Summary and future prospect on the Asia-Africa 

Science Academic Platform Program ‘Neo-Fiber Technology’,” 
開催時期 平成２１年１２月 １日 ～ 平成２１年１２月 ４日（４日間）

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）日本、京都市、京都工芸繊維大学 
（英文）Japan, Kyoto, Kyoto Institute of Technology 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）木村良晴・京都工芸繊維大学工芸科学研究科・教授 
（英文） Yoshiharu KIMURA ・ Graduate School of Science and 

Technology, Kyoto Institute of Technology・Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国(日本) 

日本 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 16/64

中国 

<人／人日> 

A. 3/18
B. 
C. 

韓国 

<人／人日> 

A. 1/6
B. 
C. 1/6

ベトナム 
<人／人日> 

A. 1/7
B. 
C. 

エジプト 

<人／人日> 

A. 1/7

B. 

C. 
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合計 

<人／人日> 
A. 6/38

B. 

C. 17/70 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的  次世代型繊維科学研究「ネオ・ファイバーテクノロジー」の活

動報告とさらなる展開をメインテーマに、若手研究者も参加して、

まず、本プロジェクトの目標である次世代型繊維科学研究「ネオ・

ファイバーテクノロジー」の学術基盤形成と個々の研究の進展を

再度確認するとともに、将来の活動とその展開について討議を行

い、次世代型繊維科学学術基盤「ネオ・ファイバーテクノロジー」

についての提言を行う。併せて、今後の若手研究者の育成そのも

のについても、その提案と実践を検討する。 

これにより、環境負荷低減を考慮した素材開発から生産・加工、

縫製、流通、販売、消費購買に渡る統合的な次世代型「ネオ・フ

ァイバーテクノロジー」の構築が可能となり、意義深い。 
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期待される成果 本セミナーは、本プロジェクトの最後のジョントセミナー（第

６回セミナー）として、日本側の拠点機関である京都工芸繊維大

学（日本）で開催する。このセミナーでは、次世代型繊維科学「ネ

オ・ファイバーテクノロジー」に関する研究活動の報告とさらな

る展開をメインテーマとする。特に、若手研究者の参加を促して、

まず、個々の研究の進展とともに、本プロジェクトの目標である

次世代型繊維科学研究「ネオ・ファイバーテクノロジー」の学術

基盤形成の進捗状況を再度確認するとともに、将来の活動とその

展開について討議を行い、新しい繊維科学の在り方について提言

を行う。併せて、今後の若手研究者の育成そのものについても、

その提案と実践の検討を行う。そのため、素材開発・生産から染

色・加工を経て販売・消費までの各分野に対してのコメント、各

分野にまたがる広い視野からのコメント、また、人材育成にかか

わるコメントなど、様々な角度からのコメントが得られるものと

期待される。 

 本セミナーにおいても、本プロジェクトで連携するアジア諸国

の大学（中華人民共和国 [東華大学、浙江理工大学、香港理工大

学]、大韓民国 [嶺南大学]、ベトナム社会主義共和国 [ハノイ工

科大学]）とアフリカの大学（エジプト・アラブ共和国 [ヘルワン

大学]）からの研究者の参加を要請し、インテリジェントファイバ

ーテクノロジーとヒューマン・オリエンティッド・ファイバーテ

クノロジーの融合による新しい繊維科学・工学｢ネオ・ファイバー

テクノロジー｣の活動と将来の展開について討議することで、アジ

ア・アフリカ諸国の連携の強化を図るうえで大変大きな成果が得

られると期待される。 

 さらに、若手研究者の育成そのものについても討議し、その国

際的な実践を具体化する。それにより、本プロジェクトの目標で

ある次世代型繊維科学研究の学術基盤形成に資する。以上の観点

からも、本セミナーは重要な成果を挙げるものと期待される。 

セミナーの運営組織 事務局 
Secretary General:  
佐藤哲也・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・教授 
Secretary:  
青木隆史・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・准教授 
櫻井伸一・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・京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科・准教授 
山根秀樹・京都工芸繊維大学繊維科学センター・教授 
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開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費             金額  1,270 千円 
   謝金               金額   50 千円 
   備品・消耗品購入費        金額   150 千円 
     その他経費等            金額    116 千円 

                  合計  1,586 千円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 
① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

ベトナム

<人／人日>

エジプト 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/5 1/5  1/7 3/17 

中国 

<人／人日> 

1/6 

 

    1/6 

韓国 

<人／人日> 

      

ベトナム 

<人／人日> 

1/7     1/7 

エジプト 

<人／人日> 

      

合計 

<人／人日> 

2/13 1/5 1/5  1/7 5/30 

②  国内での交流       0/0  人／人日 
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 19

１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ０ 国内旅費、外国旅費の

合計は、研究交流経費
の５０％以上であるこ
と。 外国旅費 ３，９４０，０００

謝金 ２００，０００  

備品・消耗品購入費 ４０４，０００  

その他経費 １５０，０００  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

２０６，０００  

計 ４,９００，０００
研究交流経費配分額以
内であること 

委託手数料 ４９０，０００

研究交流経費の１０％
を上限とし、必要な額
であること。 
また、消費税額は内額
とする。 

合  計 ５,３９０，０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 ０ 0/0 

第２四半期 ２,８００，０００ 9/55 

第３四半期 ２,３００，０００ 8/50 

第４四半期 ３９０，０００ 1/7 

合計 ４,９００，０００ 18 /112 

 
 


