
2018 年画像関連学会連合会合同年次大会 

合同プログラム

～ 協創で築く豊かな画像文化 ～ 
～ Enriched Imaging Culture by Co-innovation ～ 

◆ 日時

Date
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2018 年 6 月 19 日（火）～22 日（金） 
June 19 (Tue.) - 22 (Fri.), 2018 

千葉大学 西千葉キャンパス けやき会館および工学系総合研究棟 II 
〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33 

Keyaki Kaikan and Engineering Research Building II, Nishi-Chiba Campus 
Chiba University  
1-33, Yayoicho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba, 263-8522 Japan

画像関連学会連合会

The Federation of Imaging Scocieties 

国立大学法人千葉大学

National University Corporation Chiba University 

一般社団法人 日本印刷学会 (春季研究発表会開催 6/21-22) 
一般社団法人 日本写真学会 (年次大会開催 6/20-21) 
一般社団法人 日本画像学会 (年次大会開催 6/19-21) 
一般社団法人 画像電子学会

In Cooperation with The Japanese Society for Printing Science and Technology (Spring Meeting on 6/21-22) 
The Society of Photography and Imaging of Japan (Annual Meeting on 6/20-21) 
The Imaging Sociesy of Japan (Annual Meeting on 6/19-21) 
The Institute of Image Electronics Engineers of Japan 

◆ 協力 公益財団法人 ちば国際コンベンションビューロー

Supported by Chiba Convention Bureau and International Center 

◆ 問い合せ先 日本印刷学会事務局 (Tel: 03-3551-1808) 
〒104-0041 東京都中央区新富 1-16-8 日本印刷会館内 
日本写真学会事務局 (Tel: 03-3373-0724) 
〒164-8678 東京都中野区本町２-９-５ 東京工芸大学内 
日本画像学会事務局 (Tel: 03-3373-9576) 
〒164-8678 東京都中野区本町２-９-５ 東京工芸大学内 
URL  http://www.fedimgsoc.org/blog/ 
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目 次 ／ Content 

 

6月 19日（火）日本画像学会 

けやき会館 1階 大ホール 

 

09:00 - 10:00 

一般社団法人日本画像学会総会 

10:00 - 10:15 Break 

10:15 - 10:25開会挨拶 

ICJ 2018実行委員長 武井 一 

 (コニカミノルタ） 

10:25 - 11:15 

◆キーノートスピーチ 
座長：藤井 雅彦 (富士ゼロックス), 小林 範久 (千葉

大学) 

K-01 3D プリンティングから 4D プリンティングへ 

～ボクセルによる画像と物質の融合～ 
田中 浩也  (慶應義塾大学) 

11:15 - 11:20 Break 

11:20 - 11:50表彰式 

11:50 - 12:50 Lunch Break 

12:50 - 13:20 

◆2016年度論文賞受賞記念講演 
座長：中村 一希 (千葉大学), 水野 知章 (富士フイ

ルム) 

PA-01 MPS 法による微細インク液滴の濡れ拡がり，

合一挙動解析と画質欠陥予測への応用 
高橋 良輔  (富士ゼロックス) 

13:20 - 13:50 

◆日本画像学会コニカミノルタ科学技術振
興財団研究奨励賞受賞記念講演 
座長：面谷 信 (東海大学), 朝武 敦 (コニカミノルタ) 

KM-01 新規超音速・高粘度液体吐出方式の開発 
田川 義之  (東京農工大学) 

13:50 - 14:00 Break 

14:00 - 15:00 

◆インクジェット(1) プロセス 
座長：藤井 雅彦 (富士ゼロックス), 木村 里至 (セイ

コーエプソン) 

IJ1-01 非浸透基材への高品質インクジェット印刷技
術 
宮戸 健志, 藤井 勇介, 佐藤 綾人, 中村 一
平, 浜本 貴紀, 河戸 孝二  (富士フイルム) 

IJ1-02 新規高粘度インク吐出装置の開発 
大貫 甫, 前嶋 麻緒, 田川 義之  (東京農工
大学) 

IJ1-03 微小液滴の高速着弾現象の観察 
横田 涼輔, 平野 太一, 美谷 周二朗, 酒井 
啓司  (東京大学) 

15:00 - 15:20 Authors’ Interview 

15:20 - 16:40 

◆インクジェット(2) インク 
座長：奥田 貞直 (サカタインクス), 岡田 真一 (DIC) 

IJ2-01 インクジェット用W/Oエマルションインクの調

製 
江崎 直史, 魚住 俊介  (理想科学工業) 

IJ2-02 新規白色顔料の開発 -無機中空粒子の構

造と白色隠蔽性の関係- 
平出 智大, 後藤 寛  (リコー) 

IJ2-03 Pigments for Inkjet Food Packaging 

Printing 
Stephane BIRY1, Ruth BAUER2  (1BASF 
Colors & Effects Switzerland AG, 2BASF 
Colors & Effects GmbH) 

IJ2-04 O/W 型乳化重合エマルション特性が画質に

及ぼす影響 
吉川 貴裕, 高橋 茂樹  (花王) 

16:40 - 17:00 Authors’ Interview 

17:00 – 17:15 Break 

17:15 - 17:45 

日本画像学創立 60周年記念式典 

17:45 - 18:00 Break 

18:00 – 19:15 

懇親会・日本画像学会創立６０周年記念パーティ 

大学会館 2階 フードコート４ 
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6月 19日（火）日本画像学会 

けやき会館 3階 レセプションホール 

 

12:50 - 14:10 

◆画像入力，画像処理および画像感性 
座長：松木 眞 (元 NTT クオリス), 服部 好弘 (コニ

カミノルタ) 

IM-01 メタリックカラー用カラーマネジメントシステム 
久保 昌彦, 山内 薫  (富士ゼロックス) 

IM-02 IJプリントシステム向けステガノグラフィ技術 
石田 祐樹  (キヤノン) 

IM-03 大量画像からフォトブックを作成する技術へ

の深層学習の応用 
近藤 浩和, 野口 幸典, 古谷 宏行, 蔦岡 拓
也  (富士フイルム) 

IM-04 マルチディスプレイ向けユニフォミティ向上技

術 
古市 岳, 安達 靖, 加藤木 央光, 早崎 真, 
大西 英樹, 奥西 稔幸, 後藤 俊之, 五十嵐 
大輔, 澤辺 大一, 石倉 知弥, 山本 治男  (シ
ャープ) 

14:10 - 14:30 Authors’ Interview 

14:30 - 15:20 

◆画像感性 特別講演 
座長：鎰谷 賢治 (リコー), 平林 純 (キヤノン) 

IKs-01 Kansei Imaging: Holistic Image 

Enhancement 
Carl STAELIN1, Boris OICHERMAN2 

 (1Google Inc., 2University of Minnesota) 
 

15:20 - 15:30 Break 

15:30 - 17:00 

◆画像感性 オーガナイズドセッション 
座長：鎰谷 賢治 (リコー), 峯岸 なつ子 (コニカミノ

ルタ) 

IKo-01 動物の美学:動物は絵画をどう見るのか 
渡辺 茂  (慶應義塾大学) 

IKo-02 個人の“美”イメージの可視化 
内藤 智之  (大阪大学) 

IKo-03 画像と感性 ～画像の好ましさを考える～ 
小林 裕幸  (千葉大学) 

6月 19日（火）日本画像学会 

工学系総合研究棟Ⅱ 2階 コンファレンスルーム 

 

13:00 - 14:20 

◆電子写真材料 
座長：多田 達也 (茨城大学), 伊丹 明彦 (コニカミノ

ルタ) 

EPm-01 新規ソリッドマイクロカプセルトナーの開発 
辻廣 昌己, 大喜多 正希, 宮本 英稔, 矢部 
成男, 小澤 義夫  (京セラドキュメントソリューシ
ョンズ) 

EPm-02 MEMS ピンセットによる一粒子帯電量計測

技術を用いた地汚れトナー解析 
山口 大地  (リコー) 

EPm-03 液体現像方式による軟包装印刷物の接着
強度 
浦野 千里, 井出 収  (富士ゼロックス) 

EPm-04 高濃度接触現像系の液体現像方式におけ
る揮発系液体トナーの適用 
横山 優樹, 鈴木 俊彦, 中山 信行  (富士ゼロ
ックス) 

14:20 - 14:40 Authors’ Interview 

14:40 - 15:20 

◆電子写真デバイス (1) 
座長：服部 好弘 (コニカミノルタ), 美才治 隆 (リコ

ー) 

EP1-01 揮発性キャリア現像剤を用いた液体現像シ
ステムの開発 
中山 信行, 辰浦 智, 山田 太一, 鈴木 俊
彦, 山下 隆磨, 井出 収  (富士ゼロックス) 

EP1-02 ゴースト光除去光学系による光束分割書込
方式の開発 
仲村 忠司, 今井 重明, 林 善紀  (リコー) 

15:20 - 15:40 Authors’ Interview 

15:40 - 16:40 

◆電子写真デバイス (2) 
座長：渡辺 靖晃 (富士ゼロックス), 松代 博之 (リコ

ー) 

EP2-01 オンデマンド性・高生産性を実現した外部加
熱定着方式 
鈴木 彰道, 西田 聡, 竹田 敢, 池上 祥太郎 

 (キヤノン) 
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EP2-02 プロダクションプリント画質と厚紙高速化を達
成した省エネ定着 
和澄 利洋, 西埜植 一紀, 三保 広晃  (コニカ
ミノルタ) 

EP2-03 液体現像方式における乾燥技術の開発 
阿部 昌昭, 辰浦 智, 中山 信行  (富士ゼロッ
クス) 

16:40 - 17:00 Authors’ Interview 

 

6月 20日（水）日本画像学会 

けやき会館 1階 大ホール 

 

09:30 - 10:20 

◆インクジェット 特別講演 
座長：朝武 敦 (コニカミノルタ), 関口 恭裕 (ブラザ

ー工業) 

IJs-01 インクジェット技術進化論 -コンポーネントな

知とアーキテクチャルな知による進化 
藤井 雅彦  (富士ゼロックス) 

10:20 - 10:40 Break 

10:40 - 11:40 

◆インクジェット(3) システム 
座長：中島 一浩 (キヤノン), 朝武 敦 (コニカミノル

タ) 

IJ3-01 レーザー乾燥技術のオフセットコート紙にお
けるしわ抑制効果の検証 
前後 武志, 長谷部 恵, 坂本 朗, 浜崎 聡
信, 上坂 友純, 本杉 友佳里, 石原 拓真 

 (富士ゼロックス) 

IJ3-02 NEW ガーメントプリンターの開発 
見満 継頼  (リコー) 

IJ3-03 NASSENGER SP-1 さらなる高画質化に向

けて 
竹内 節, 吉村 俊彦, 坪谷 真吾, 花島 優介 

 (コニカミノルタ) 

11:50 - 12:10 Authors’ Interview 

12:10 – 13:00 Lunch Break 

13:00 - 14:00 

◆インクジェット(4) 画像処理･評価 
座長：名越 応昇 (三菱製紙), 角谷 繁明 (セイコー

エプソン) 

IJ4-01 講演取り消し 
 

IJ4-02 メタリック意匠性のカテゴライズ化と表現技
法 
西澤 遼, 髙津 章  (ミマキエンジニアリング) 

IJ4-03 高速インクジェットプリンタにおける 7 色分版

インク印刷方式の効果 
大西 勝  (ミマキエンジニアリング) 

14:00 - 14:20 Authors’ Interview 

14:20 - 15:20 

◆デジタルファブリケーション 
座長：酒井 真理 (山形大学), 酒井 正俊 (千葉大

学) 

DF-01 プリンテッドエレクトロニクスにおけるインクジ
ェットのドロプレット・デポジッション技術 
仲島 厚志 1, 西 眞一 1, 鎌田 俊英 1  (1次世

代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合, 2

コニカミノルタ, 3産業技術技術研究所) 

DF-02 インクジェット印刷電極を有する有機集積回
路の乳酸センサ応用 
塩飽 黎 1, 松井 弘之 1, 長峯 邦明 1, 植松 
真由 1, 眞野 泰誠 1, 丸山 祐樹 1, 野村 綾
子 1, 土屋 和彦 1, 早坂 和将 1, 竹田 泰典
1, 福田 貴 2熊木 大介 1, 時任 静士 1  (1山

形大学, 2東ソー) 

DF-03 Bridge Pattern Printing for Flexible 

Transparent Touch Panel Applications 
Kye-Si KWON1, Seongjun KIM2, Soobin 
OH1, Md. Khalilur RAHMAN1 

 (1Soonchunhyang University, 2Samsung 
Electronics Co. Ltd, 3Comilla University) 

15:20 - 15:40 Authors’ Interview 

 

15:40 - 16:40 

◆新規イメージング 
座長：堀田 吉彦 (リコー), 佐藤 利文 (東京工芸大

学) 

NI-01 金属調光沢ポリマーアロイの作製と物性 
田村 理人, 宮本 克真, 星野 勝義  (千葉大
学) 

NI-02 金属調光沢を発現する水溶性 3-メトキシチ

オフェン重合体塗布膜の作成と物性 
立木 美奈子, 田川 麗央, 星野 勝義  (千葉
大学) 
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NI-03 金属光沢を有する有機薄膜の色調と構造に

及ぼす重合条件の影響

久保 美菜子, 堀越 健太, 星野 勝義  (千葉
大学) 

16:40 - 17:00 Authors’ Interview

6月 20日（水） 日本写真学会 

けやき会館 3階 レセプションホール 

09:00 - 09:50

一般社団法人日本写真学会総会

09:50 - 11:10

◆受賞講演＆一般講演

座長：大関 勝久 (国立映画アーカイブ) 

OA- 1 草創期のカラー写真「山端祥玉の撮った

16mm フィルム」

高田 俊二 (千葉大学) 

OA- 2 1939 年ニューヨーク万国博覧会における山

端祥玉の仕事

白山 眞理  (日本カメラ財団) 
座長：白山 眞理 (日本カメラ財団)  

OA- 3 現存する幕末期ダゲレオタイプの調査と持

続可能型文化財保存ネットワーク構築の試

み

山口 孝子 1, 三木 麻里 2, 荒木 臣紀 3, 高
橋 則英 4  (1東京都写真美術館, 2フリーラン
ス・写真修復家, 3国立映画アーカイブ, 4日本
大学)

OA- 4 「写真技法と保存の知識 デジタル以前の写

真ーその誕生からカラーフィルムまで」日本

語版刊行に寄せて(受賞講演)

白岩 洋子  (白岩修復工房) 

11:10~11:30 休憩 

11:30~12:00 学会賞 授賞式 

12:00~13:00 昼食休憩 

13:00 - 14:20

◆受賞講演＆一般講演

座長：大関 勝久 (国立映画アーカイブ) 

OA- 5 劣化したフィルムに対する映画的手法を活

用したプリント複製並びに評価手法について

清野 晶宏 1, 山口 孝子 2, 千陽 裕美子 1

(1IMAGICA, 2東京都写真美術館) 

座長：山口 孝子 (東京都写真美術館)  

OA- 6 フィルム特性データからの色再現シミュレー

ション

水口 淳 1, 大関 勝久 2  (1カメラ・写真技術解

説家, 2国立映画アーカイブ)
座長：桑山 哲郎 

OA- 7 皮膚内部の色素成分推定手法を用いた目

の下のクマの成分解析(受賞講演)

赤穂 莉奈, 廣瀬 未紗, 津村 徳道  (千葉大
学) 

OA- 8 写真展示における照明効果について

吉野 弘章 (東京工芸大学) 

14:20~14:30 休憩 

14:30 - 15:20

◆特別講演

座長：小林 裕幸 (千葉大学) 

OA- 9 国語科で育むリテラシーと写真の語り

松山 雅子 (大阪教育大学) 

15:20 - 16:00

◆一般講演

座長：小林 裕幸 (千葉大学) 

OA-10 写真を利用したインクルーシブ教育の実践
報告

鈴木 敬子  (神奈川県立近代美術館) 

OA-11 活動報告：日本カメラ博物館 子供向けワー

クショップについて

山本 一夫 (日本カメラ財団) 

16:00~16:10 休憩 

16:10 - 17:10

◆受賞講演＆一般講演

座長：豊田 堅二 (日本大学) 

OA-12 デジタルカメラの光学技術を利用した撮影領
域拡大

杉森 正巳, 椋梨 将行, 徳永 辰幸  (キヤノン) 

OA-13 フルサイズカメラで携帯内蔵カメラと同等の
画像は得られるか

歌川 健

OA-14 ハイブリッドインスタン トカメラ  instax 

SUQUARE SQ10の開発(受賞講演)

藤井 武, 杉山 憲志  (富士フイルム) 

17:10~17:20 休憩 
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17:20 - 18:10

◆パネルディスカッション

座長：茂手木 秀行 (写真家) 

OA-15 デジタルの世界で活躍するプロ写真家のワ
ークフロー

茂手木 秀行, 大和田 良, 清水 哲朗  (写真
家) 

18:30 – 19:45

日本写真学会懇親会

大学会館 2階 フードコート２

6月 20日（水）日本写真学会 

けやき会館 3階 会議室４ 

09:45 - 11:25

◆受賞講演＆一般講演

座長：加藤 隆志 (富士フイルム) 

OB- 1 銀ナノ粒子を用いた有機/無機ハイブリッド熱

電変換材料の創製

白石 幸英, 星野 聡, 大島 啓佑, 秦 慎一, 
戸嶋 直樹 (市立山口東京理科大学) 

OB- 2 ベニバナ色素の緑色金属光沢の光学特性

について

山田 勝実, 佐々木 麻衣子, 矢島 仁, 高橋 
圭子, 大島 正人, 平岡 一幸  (東京工芸大
学) 

OB- 3 島状金ナノ粒子を固定化した ITO 電極上で

のポリ（3,4-エチレンジオキシチオフェン）の

エレクトロクロミック特性(受賞講演)

田中 優貴, 山田 勝実 (東京工芸大学) 
座長：白石 幸英 (市立山口東京理科大学) 

OB- 4 蛍光ナノ粒子を用いた高感度タンパク定量

in-vitro/in-vivo イメージング技術(受賞講演)

郷田 秀樹 1, 岡田 尚大 1, 古澤 直子 1, 中
山 慎 1, 渡辺 泰宏 1, 中野 寧 1, 権田 幸祐
2 (1コニカミノルタ, 2東北大学) 

OB- 5 機能性色素会合体の配列制御と物性に関

する研究(受賞講演)

加藤 隆志  (富士フイルム) 

11:25 - 13:00 昼食休憩

13:00 - 14:00

◆一般講演

座長：長縄 直崇 (名古屋大学) 

OB- 6 ゼラチンを用いる有機ゲル電解質 (3)

木口 実朋, 柴 史之, 大川 祐輔  (千葉大学) 

OB- 7 粒子内部に構造欠陥を含むハロゲン化銀乳

剤の調製

高田 俊二, 久下 謙一  (千葉大学) 

OB- 8 原子核乾板における潜像中心と現像銀粒子

の状態と安定性

谷 忠昭 1, 中 竜大 2, 内田 孝幸 3  (1日本写

真学会フェロー, 2名古屋大学, 3東京工芸大
学) 

14:00 - 14:10 休憩

14:10 - 15:30

◆一般講演

座長：宮本 成悟 (東京大学) 

OB- 9 暗黒物質検出用原子核乾板における低pAg

効果の分析

谷 忠昭 (日本写真学会フェロー) 

OB-10 超微粒子原子核乾板の荷電粒子に対する
発光応答の研究

白石 卓也, 市来 浩勝, 中 竜大, 佐藤 修 

(名古屋大学) 

OB-11 超微粒子原子核乾板における特性とその応
用

中 竜大 1, 梅本 篤宏 1, 浅田 貴志 2, 桑原 
謙一 1, 佐藤 修 1, 白石 卓也 1, 小林 龍太
1, 多田 智美 1, 福澤 佑哉 1, 轟 祈 1, 久下 
謙一 3  (1名古屋大学, 2ナポリ大学, 3千葉大
学) 

OB-12 微粒子原子核乳剤を用いた高分解能冷・超
冷中性子検出器の開発

長縄 直崇 1, 有賀 智子 2, 粟野 章吾 1, 河
原 宏晃 1, 北口 雅曉 1, 日野 正裕 3, 広田 
克也 1, 三島 賢二 4, 清水 裕彦 1, 多田 智
美 1, 田崎 誠司 3梅本 篤宏 1  (1名古屋大学, 
2九州大学, 3京都大学, 4高エネルギー加速器
研究機構) 

1５:30 - 15:40 休憩

15:40 - 16:40

◆一般講演

座長：中 竜大 (名古屋大学) 

OB-13 原子核乾板を用いた陽子線 LET の精密測

定

木村 充宏  (名古屋陽子線治療センター) 
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OB-14 原子核乾板デジタルアーカイブス計画－過
去の宇宙線・加速器実験データの共有・公

開－

児玉 康一 1, 神谷 剛宏 1, 市村 雅一 2, 中
村 光廣 3  (1愛知教育大学, 2弘前大学, 3名
古屋大学) 

OB-15 ダブルハイパー核研究のための現像とエマ
ルション解析

吉本 雅浩, Aye Moh Moh Theint, 金原 慎
二, May Sweet, 後藤 良輔, 大橋 正樹, 長
瀬 雄一, 葛谷 亮太, 村本 尚洋, 藤井 智
也, 永田 亘星野 香, 仲澤 和馬  (岐阜大学)

16:40 - 16:50 休憩

16:50 - 18:10

◆受賞講演＆一般講演

座長：児玉 康一 (愛知教育大学) 

OB-16 写真乾板を用いたニュートリノ研究とその他
分野への応用(受賞講演)

有賀 智子 (九州大学) 

OB-17 ラドン変換を用いた 3 次元ミュオン CT の応

用可能性

長原 翔伍, 宮本 成悟  (東京大学) 

OB-18 宇宙線ミューオン CT 観測による大室山スコ

リア丘単成火山の内部構造探査計画

宮本 成悟 1, 長原 翔伍 1, 森島 邦博 2, 小
山 真人 3, 鈴木 雄介 4  (1東京大学, 2名古屋
大学, 3静岡大学, 4伊豆半島ジオパーク推進
協議会)

OB-19 原子核乾板による宇宙線ミューオンラジオグ
ラフィの現状・課題・展望

森島 邦博, 久野 光慧, 西尾 晃, 眞部 祐
太, 北川 暢子, 横井 拓人 (名古屋大学) 

6月 20日（水） 日本画像学会 

工学系総合研究棟Ⅱ 2階 コンファレンスルーム 

09:30 - 10:10

◆画質・視覚

座長：服部 好弘 (コニカミノルタ), 岸 由美子 (リコ

ー) 

QV-01 局所的濃度ムラの視認性と原稿画像特徴量
の相関モデルに関する考察

峯岸 なつ子 1, 内川 惠二 2  (1コニカミノルタ, 
2神奈川工科大学) 

QV-02 ビームスポット形状が粒状性に与える影響
坂井 直樹, 曽根 拓郎, 岸 由美子, 渡辺 直
人, 添田 真弘, 酒井 浩司, 須原 浩之, 日
野 真  (リコー) 

10:10 -10:30 Authors’ Interview

10:30 - 11:30

◆電子ペーパー／エレクトリック イメージン
グ

座長：中村 一希 (千葉大学), 前田 秀一 (東海大

学) 

EI-01 高次配向秩序をもつ液晶と結晶の電子伝導

機構は何が異なるのか？

大野 玲, 飯野 裕明, 半那 純一  (東京工業
大学) 

EI-02 有機トランジスタ応用を指向したモノアルキ

ル鎖を有する液晶性有機半導体の特質とそ

の一般性

Wu Hao, 半那 純一, 飯野 裕明  (東京工業
大学) 

EI-03 分子動力学法を用いた蒸着シミュレーション

技術の開発

余米 希晶  (コニカミノルタ)

11:30 -11:50 Authors’ Interview

11:50 -13:00 Lunch Break

13:00 - 14:20

◆電子写真システム

座長：近藤 芳昭 (コニカミノルタ), 永瀬 幸雄 (キヤ

ノン)

EPs-01 AccurioPress C6100 シリーズにおける IQ-

501 連携によるスキルレスオペレーションの

実現

川津 憲治, 嶋津 明彦, 山口 岳志, 池田 信 

(コニカミノルタ)

EPs-02 高速デジタルカラープリンター RICOH Pro 

C7210S/C7200S

一杉 潤, 小川 禎史, 大淵 哲也, 三國谷 健
太郎, 鷺森 悠樹, 植松 勇一郎  (リコー) 

EPs-03 ベイジアンネットワークによる複写機内エア
フローの自律制御技術

小早川 周平, 田村 和也 (富士ゼロックス) 

EPs-04 昇圧効果を利用した新規エアフローシステム
による帯電信頼性の改善

長森 由貴, 百村 裕智, 工藤 雅史, 井波 か
づき (富士ゼロックス) 
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14:20 -14:40 Authors’ Interview

14:40 - 15:40

◆電子写真デバイス (3)

座長：校條 健 (キヤノン), 渡邊 猛 (東芝テック) 

EP3-01 摩擦試験による紙粉付着性の評価
～紙特性評価のための新指標～

月山 陽介, 佐藤 陽平, 加藤 桂介, 新田 勇 

(新潟大学) 

EP3-02 弾性中間転写ベルトを搭載した転写システ
ムにおける用紙搬送速度に関する研究

橋本 崇, 木船 英明  (リコー)

EP3-03 タンデム/静電転写方式の液体現像システム

におけるメディア汎用性の獲得

鳫 大樹, 長尾 剛次, 三橋 利彦, 鈴木 俊
彦, 中山 信行  (富士ゼロックス) 

15:40 -16:00 Authors’ Interview

16:00 - 17:00

◆電子写真シミュレーション

座長：石川 博幸 (ブラザー工業), 門永 雅史 (リコ

ー) 

SI-01 Study to Define Main Factors Affecting 

Electro Static Jam and to Develop CAE 

Model

Jun Seong WOO, Byoungho YOO, Woon 
Kyung KIM, Taehan KIM  (HP Printing 
Korea Co., Ltd) 

SI-02 粗視化分子シミュレーションによるポリイミド

の力学物性解析

世古 丈裕 1, 戸田 昌利 2, 森田 裕史 2, 松
田 司 1  (1富士ゼロックス, 2産業技術総合研究
所) 

SI-03 電子写真における 1DCAE モデルの開発と

画像シミュレーションへの応用

畔柳 祐一, 藤原 康司, 大島 亮  (コニカミノ
ルタ)

17:00 -17:20 Authors’ Interview

10:30 – 12:30 

WS-1 紙粉発生の良し悪しを判断する評価手
法に関するディスカッション 

 企画：伊藤 敦史 (電通国際情報サービス) 

 司会：校條 健 (キヤノン)  

話題提供者：江前 敏晴 (筑波大学), 月山 

陽介 (新潟大学) 

(定員：24名, 要事前登録,参加費 1,000円) 

◆ワークショップの参加申込は、参加要領にあります事前

参加登録をお願いします。定員に達したワークショップから

順次申し込みを締め切らせていただきます。欠員が生じた

場合のみ、当日の申込を受付いたします。 

6月 21日（木）合同セッション 

けやき会館 1階 大ホール 

日本画像学会、日本写真学会、日本印刷学会

合同セッション

Joint Session of ISJ, SPIJ and JSPST

* 講演番号末尾記号: i=日本画像学会(ISJ), f=日本
写真学会(SPIJ), p=日本印刷学会(JSPST)

10:00 - 10:42

◆インタラクティブセッション ショートプレゼ
ンテーション（１）

座長：大川 祐輔 (千葉大学), 長谷部 恵 (富士ゼロ

ックス) 

INP-01f 写真化学的手法によって得られる金-銀中空

ナノ構造体の生成過程

古谷 聡司, 柴 史之, 大川 祐輔  (千葉大学)

INP-02i グラビアオフセット印刷法により形成した微
細銀グリッド配線に導電性ポリマーを積層し

た透明電極

橋本 夏樹, 大沢 正人  (アルバック) 

INP-03p 食品包材向けグラビアインキの市場動向と
各種規制への対応

内田 秀麿, 村竹 浩明  (DIC) 

INP-04f 電気化学的手法と写真現像の併用による電
極上への 1次元的銀ナノ構造体生成 (3)

宮下 拓真, 斉藤 慎, 柴 史之, 大川 祐輔 

(千葉大学) 

INP-05i ゴムローラに対する紙の摩擦特性 ～ 紙粉

の影響 ～

佐藤 陽平, 淺田 岬, 月山 陽介, 新田 勇 

(新潟大学) 
ワークショップ

6月 20日（水）日本画像学会 

けやき会館 2階 会議室 2 
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INP-06p 2,4-diaminobenzenesulfonic acid をカウン

ターアニオンとした光両性物質発生剤

丸茂 拓也, 髙原 茂 (千葉大学) 

INP-07f 銀塩感光材料の潜像核分散とプラズモン共
鳴発光による放射線飛跡の検出(3)： 顕微

鏡システムの改良によるバックグラウンド光

の低減

久下 謙一 1, 安達 考洋 1, 梅本 篤宏 2, 中 
竜大 2, 小平 聡 3  (1千葉大学, 2名古屋大学, 
3量子科学技術研究開発機構) 

INP-08i 広視野レーザ顕微鏡による紙粉付着量の評
価

～ゴムローラの真実接触面観察～

津守 哲矢, 加藤 桂介, 月山 陽介, 新田 勇 

(新潟大学) 

INP-09p 多孔金属箔開発とその応用展開
澤田 宏和, 川口 順二 (富士フイルム) 

INP-10f 刃状転位を導入した沃臭化銀結晶を有する
原子核乾板の検討

西尾 晃, 森島 邦博, 久野 光慧, 眞部 祐
太, 北川 暢子, 桑原 謙一, 吉田 哲夫  (名
古屋大学) 

INP-11i フォトリソグラフィー技術を用いた酸化ニオブ
薄膜による干渉色の混色

阿部 裕太, 小松 功, 前田 秀一  (東海大学) 

INP-12p 反応誘起相分離を伴う液膜の乾燥と形状変
化～共焦点ラマン分光法による評価～

吉原 宏和, 山村 方人  (大日本印刷) 

INP-13f 原子核乾板検出器性能向上のための支持
体探索

眞部 祐太, 森島 邦博, 北川 暢子, 西尾 
晃, 久野 光慧  (名古屋大学) 

INP-14i ミセル電解銅フタロシアニン膜の酸化還元に
伴う結晶転移

加藤 雄大, 宮良 祐美, 星野 勝義  (千葉大
学) 

10:42 -10:54 Break

10:54 - 11:36

◆インタラクティブセッション ショートプレゼ
ンテーション(2)

座長：星野 勝義 (千葉大学), 宇山 晴夫 (凸版印

刷) 

INP-15i PVA ゲルを用いた新規インクジェット射出速

度の制御手法

前嶋 麻緒, 大貫 甫, 栗原 千尋, 木山 景
仁, 田川 義之  (東京農工大学) 

INP-16i 回転スクリーンを用いた体積型立体表示
-3D像の視認性向上-

武藤 建, 面谷 信, 藤川 知栄美  (東海大学)

INP-17p 書籍の劣化による耐折強さの低下とその要
因

望月 有希子, 江前 敏晴  (筑波大学) 

INP-18i 紙基板上に作製した分散型 EL の電気的な

回路構造の評価

竹田 直樹, 佐藤 利文  (東京工芸大学) 

INP-19f ミューオンラジオグラフィーによる春日古墳
墳丘内部画像の作成

石黒 勝己 1, 西藤 清秀 1, 平田 政彦 2, 中
村 光廣 3, 森島 邦博 3, 西尾 晃 3  (1奈良県

立橿原考古学研究所, 2斑鳩町教育委員会, 3

名古屋大学) 

INP-20p 眼底画像の統合解析システムの提案と空間
周波数を用いた網膜領域分類

茂出木 敏雄 (大日本印刷) 

INP-21i 溶液プロセスによる短チャネル有機トランジ
スタの高移動度化 : MoO3 塗布注入層を用

いた接触抵抗低減

饗庭 智也 1, 永瀬 隆 1, 小林 隆史 1, 貞光 
雄一 2, 内藤 裕義 1  (1大阪府立大学, 2日本
化薬) 

INP-22f カラー画像のための可逆輝度向上手法
平岡 琴子, 今泉 祥子 (千葉大学) 

INP-23p 色覚異常の程度判別のための簡易色覚検
査表

能勢 将樹 1, 大平 文 2, 東 吉彦 3, 内川 惠
二 4 (1リコー, 2おおたけ眼科, 3東京工芸大
学, 4神奈川工科大学) 

INP-24i 交流インピーダンス法による pn 接合型有機

半導体積層膜の電荷輸送特性解析

南田 瑛介, 中村 一希, 小林 範久  (千葉大
学) 

INP-25f 切取り攻撃に対する耐性を考慮した情報埋
込み法

森永 早織, 今泉 祥子  (千葉大学) 

INP-26i AccurioPress C6100シリーズにおける RU-

518のデカーラ性能向上

角田 旭  (コニカミノルタ)
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INP-27f 日本の写真黎明期におけるカロタイプの受
容に関する研究 Ⅱ

－島津家史料にのこされた翻訳カロタイプ技

法書について－

安藤 千穂子, 岩崎 仁  (京都工芸繊維大学) 

INP-28i 微小液滴衝突形状解析による高時間分解
動的界面張力測定

山岡 夏樹, 横田 涼輔, 平野 太一, 美谷 周
二朗, 酒井 啓司  (東京大学) 

* 講演番号末尾記号: i=日本画像学会(ISJ), f=日本
写真学会(SPIJ), p=日本印刷学会(JSPST)

11:36 -13:00 Lunch Break

13:00 – 14:20

◆画像関連学会連合会合同国際セッション

Regional Report（１）

座長：半那 純一 (東京工業大学), 朝武 敦 (コニカ

ミノルタ)

日本：

面谷 信(東海大学）

ベトナム：

Nguyen Long Giang  (Ho Chi Minh City 

University of Technology and Education)

マレーシア：

講演取り消し

韓国：

Myong-Hoon Lee (Chonbuk National 

University)

14:20 -14:40 Break

14:40 – 15:40

Regional Report（２） 

座長：三矢 輝章 (リコー), 岸 由美子 (リコー) 

インドネシア：

Adi Susanto (Stikubank University)

タイ：

Aran Hansuebsai (Chulalongkorn University)

中国：

  Lin Maohai (Qilu University of Technology)

6月 21日（木）合同セッション 

   けやき会館 3 階 レセプションホール

インタラクティブセッションポスター発表

13:00 – 14:30  コアタイム A

14:30 – 16:00  コアタイム B

16：00 – 16:30  Ceremony and Closing

6月 21日（木）日本画像学会 

工学系総合研究棟Ⅱ 2階 コンファレンスルーム 

09:30 - 10:30

◆インクジェット(5-1) 応用/3Dプリンティン
グ/バイオプリンティング

座長：江口 裕俊 (リコー), 西 眞一 (次世代プリンテ

ッドエレクトロニクス技術研究組合) 

IJ5.1-01 インクジェット 3D プリンタの積層プロセスの

検討

田沼 千秋, 田中 豊, 御法川 学  (法政大学) 

IJ5.1-02 フルカラー３Ｄプリンターの開発
八角 邦夫, 大井 弘義, 今井 健太  (ミマキエ
ンジニアリング)

IJ5.1-03 静電誘引形インクジェット方式を利用した離
型剤コーテイング方法の検討

綾城 唯, 山崎 雄三, 松尾 一壽  (福岡工業
大学) 

10:30 -10:50 Authors’ Interview

10:50 - 11:50

◆インクジェット(5-2) 応用/3Dプリンティン
グ/バイオプリンティング

座長：宮戸 健志 (富士フイルム), 鈴木 幸栄 (リコ

ー) 

IJ5.2-01 静電誘引形インクジェット方式を利用した可
食インクコーティング方法の検討

岡部 美紀, 山崎 雄三, 松尾 一壽  (福岡工
業大学) 

IJ5.2-02 酵素架橋とインクジェットの融合による 3Dバ

イオプリンティング技術の開発

境 慎司 1, 中村 真人 2  (1大阪大学, 2富山大
学)

IJ5.2-03 インクジェットバイオプリンティングによる臓
器づくりのための挑戦的研究

中村 真人 1, 岩永 進太郎 1, 浜田 裕太 1, 
黒岡 武俊 1, 境 慎司 2  (1富山大学, 2大阪大
学) 



１７ 

11:50 - 12:10 Authors’ Interview

14:00 – 16:00 

TE-1 インクジェットヘッドショーケース 
企画：酒井 真理 (山形大学) 

 司会：中島 一浩 (キヤノン) 

 (定員：なし, 途中入出場可, 参加費な

し) 
◆技術交流会の参加申込は、大会当日、会場に参加者リス

トを掲示いたしますのでご署名の上、ご参加下さい。

6月 22日（金）日本印刷学会 

けやき会館 1階 大ホール 

10:30 - 11:50

◆一般発表：印刷材料・パターニング・電子
出版

座長：東 吉彦 (東京工芸大学), 宮川 信一 (千葉大

学) 

A-01 光の反射と吸収を制御したコロイド粒子の配

列による構造発色

岩崎 健 1, 桑折 道済 2  (1国立印刷局, 2千葉
大学) 

A-02 蓄電給電特性に与える紙基板振動発電機

の特性評価

竹内 萌, 江前 敏晴, 森井 雅人, 梶山 幹夫 

(筑波大学) 

A-03 塗布型有機 ELへの取り組み

徳永 圭治 (大日本印刷) 

A-04 電 子 書 籍 画 像 処 理 シ ス テ ム

「eComicScreen」の開発

竹安 洋司郎, 伊藤 貴彦  (共同印刷) 

11:50 -13:00 昼食休憩 

13:00 -13:05 会長挨拶 

（一社）日本印刷学会 江前敏晴 

13:05 - 13:55

◆特別講演

座長：高原 茂 (千葉大学), 谷口 昌 (共同印刷) 

特-1 電子書籍のセキュリティの現状と事例紹介

成井 敦  (アイドック)

13:55 -14:00 休憩 

14:00 - 14:30

◆技術賞受賞講演

座長：澤田 宏和 (富士フイルム), 大橋 由人 (三菱

製紙) 

技-1 Truepress Jet520HDの新インクによる高品

質化技術

伊藤 慎二  (SCREENグラフィックソリューショ
ンズ)

14:30 -14:40 休憩 

14:40 - 15:40

◆一般発表：画像解析・視覚照明・セキュリ
ティ

座長：舟越 一郎 (京都市立芸術大学), 高橋 均 

(DICグラフィックス) 

A-05 深層学習による古典籍くずし字認識の初期

検討

岡田 崇, 岡 敏生  (凸版印刷) 

A-06 色評価用 LED照明の評価方法

杉山 徹, 陣内 秀平, 村山 雄亮, 橋本 実典 

(大日本印刷) 

A-07 新しい改ざん防止インキ

林 寿樹 (国立印刷局) 

15:40 -15:50 休憩 

15:50 - 16:30

◆一般発表：新技術

座長：長瀬 公一 (東レ), 川口 勝彦 (国立印刷局) 

A-08 硫化水素ガス吸着フィルムの開発

安田 篤史, 和氣 晶子 (共同印刷) 

A-09 酸化物系非白金触媒を用いた触媒インク調

整プロセスの検討

盛岡 弘幸 1, 石原 顕光 2, 太田 健一郎 2  (1

凸版印刷, 2横浜国立大学) 

17:00 – 19:00

日本印刷学会交流会

けやき会館１階 レストランコルザ

6月 21日（木）日本画像学会 

けやき会館 2階 会議室 2 

技術交流会



インタラクティブセッション・ポスター発表配置図
けやき会館3階 レセプションホール

6月21日(木）

ポスター発表時間はコアタイム制で行います。

・ コアタイムA：講演番号が奇数のポスター (13:00～14:30)

・ コアタイムB：講演番号が偶数のポスター (14:30～16:00)
発表者は指定されたコアタイム時間にポスターの前で説明を行ってください。

会場入口

【ポスター投票のお願い】

本合同インタラクティブセッションでは、画像関連学会連合会のベストポスター賞を皆様の投票をもと
に授与いたします。会場入口で配布された投票用紙に、参加学会に関係なく最も優れた発表を1件選

んで、入口に設置された投票箱へ投函してください。
＊投票権は一人1票です。不正があった場合は受賞を抹消します。

投票期限： １５：３０まで ご協力お願いいたします。



千葉大構内、周辺ガイド 

フードコート

（生協食堂）

ライフセンター

（購買）

ブックセンター

（書籍部）

レストラン

Colza

工学部生協

（購買）

総合校舎生協

（購買）

韓国食堂 明

インド料理 ガザル

Royal Flish Diner

ファミリーマート

dai2shokudou こむ

モスバーガー

お食事処 甘太郎

甘味処楓

カフェ モッシュ

ONO・イタリアン

レストラン

壁の穴

西千葉店

北京亭本店

ラーメンやまや本店

ガスト

ファミリーマート

ペリエ西千葉内飲食店

ヴィ・ド・フランス、はなまるうどん、ロッテリア、

ミスタードーナツ、KONNICHIWAイタリアンDELI
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