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☆学会賞（第19回） 1件

川本広行（ わもと き） （早稲田大学）川本広行（かわもと ひろゆき） （早稲田大学）

受賞理由：放電、粉体計算技術、可視化計測技術、
静電気を利用した粉体ハンドリング技術、静電イン
クジェット技術に関する先駆的研究

画像関連、特に電子写真において先駆的な研究を
行い、放電、粉体計算技術、可視化計測技術、静電
気を利用した粉体ハンドリング技術を確立し、その
成果を広く学会に公開することで、この分野の発展
に大きく貢献した。また、静電インクジェット分野
でも先駆的な研究を行い、その技術は画像形成のみ
ならず、デジタルファブリケーションへと展開してならず、デジタ ァブリケ ショ と展開して
おり、先見の明が伺える。学会内のシミュレーショ
ン教育、普及活動にも積極的であり、シミュレーシ
ョン技術部会立ち上げ、初心者向けのシミュレーシ
ョン実習の開催や講習会等にも尽力した。本学会に
おけるシミュレーションや基盤技術の活性化に多大
な寄与があった。

☆功労賞（第19回） ２件

山﨑 弘（やまざき ひろし）（コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社）

受賞理由：1997年の技術講習会委員への就任以
来、ICJ委員、編集委員を継続してほぼ15年の
長きにわたり活動した。何れにおいても新企画
の提案、実現に大いなる力を発揮し、それらの
発展の中心的役割を果たしてきた。更に、学会
50周年記念出版委員長として広く画像技術研究
開発に関わる第一人者を集め「デジタルプリン開発に関わる第 人者を集め「デジタルプリン
タ技術」シリーズとして2008年に出版に導いた。
画像技術研究者を基礎から支え更なる発展に導
く大きな貢献となった。
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大西勝（おおにし まさる）（株式会社 ミマキエンジニアリング）

受賞理由：1995年より現在まで、電子写真学会、
日本画像学会において理事を務められ、長期に
わたり学会の運営に尽力した。このような長期
にわたり理事として学会活動に寄与した企業人
は大西氏のみである。また、1999年から現在ま
で、年次大会の実行委員を務め、年次大会の開、年次大会 実行委員を務め、年次大会 開
催・運営に多大なる貢献をしている。研究・開
発活動においても、インクジェットに関する研
究成果を年次大会で多く発表され、技術研究会
においてもその成果を講演している。継続して
先進的なインクジェットワイドフォーマット機
の開発に携わり、多くの商品の市場導入を実現
しているしている。

☆論文賞（第27回） 1件

レーザードップラー振動計を用いたインクジェットノズル乾燥過程の研究
日本画像学会誌 第 1巻 第2号 196号 131 138 (2012)日本画像学会誌 第51巻 第2号 196号 pp 131 - 138 (2012)
瀬尾 学（せお まなぶ）、塚本武雄（つかもと たけお）、法兼義浩（のりかね よしひろ）

（株式会社リコー）

受賞理由：インクジェットノズルの乾燥過程の解析は、デジタルファブリケー
ションへの応用などインクジェットの高精度化が求められる中で重要な技術で
ある 本研究は 理論的 実験的な検証を通じ 画期的な解析法を確立したとある。本研究は、理論的・実験的な検証を通じて画期的な解析法を確立したと
言え、インクジェット技術の発展への貢献が期待される。
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☆研究奨励賞（第20回） 3件

青野博之（あおの ひろゆき）（富士ゼロックス株式会社）青野博 （ ゆ ）（富 株 会社）

二成分現像におけるキャリア摺擦が画質に影響を及ぼすメカニズム

受賞理由：現像ニップ領域の実験計測・可視化とシ
ミュレーションの両面から、キャリア摺擦とニップ
中のブラシマーク生成メカニズムを定量的に解析し
ている。ガラス基板を用いた現像実験やFFT 分析な
ど詳細に解析を行っている点、メカニズムをよく説
明できている点など、手法、成果ともに新規性、有
用性が高い。

江口弘樹（えぐち ひろき） （キヤノン株式会社）
定着プロセスにおける静電オフセット解析定着プロセスにおける静電オフセット解析

受賞理由：静電オフセットに関して、実験と構造解
析、電界解析を組み合わせたシミュレーションの両
面から解析を行い、発生メカニズムを詳細に解明し
た 定着 プ近傍 電界強度とトナ トリボ分た。定着ニップ近傍の電界強度とトナーのトリボ分
布に着目した静電オフセット発生レベルの予測手法
も実用的な効果が期待でき、手法、成果ともに優れ
る。
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八田 達（はった たつる） （東海大学）
PELID法を利用した三次元バイオデバイスの作製

受賞理由：インクジェット技術を用いて、心臓や肝
臓などの人工臓器作製を目指した研究であり、
Patterning with Electrostatically-Injected 
Droplet (PELID) 法を用いて、実用的な３次元構
造バイオマテリアルの作製を実証している。

☆会長特賞（第13回） 1件
鶴岡亮一（つるおか りょういち）（富士ゼロックス株式会社）

受賞理由：2012年6月11～13日に開催された
ICJ2012において大会実行委員長を務め、幹事会社
である富士ゼロックス株式会社の実行委員を牽引
し、大会実行委員および学会関係者と協力して、
同大会の成功に大きく貢献した。同大会では、開
催会場を初めて東京工業大学とし、また、大会コ
ンセプトである”Power of Image"を訴求する大判ンセプトである Power of Image を訴求する大判
写真展示、キーノートスピーチ/ビジネスセッショ
ンに関連する3D映像パネル/錯視模型展示、エント
リシステム/予稿投稿システムなど、新たな企画や
仕組みを導入した。これらは、実行委員の協力体
制と合わせて今後のICJのひな型となりうるもので
ある。また、多彩な企画と精力的な広報活動によ
り 目標を大きく上回る参加者を得て 大会を成り、目標を大きく上回る参加者を得て、大会を成
功裏に終えた。これらの成果は多大な学会活動へ
の貢献である。
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☆名誉会員（第７回） ２件

受賞理由：理事、会長など本学会の数々の要職を歴
任し 永年の学会活動により本学会に多大なる貢献

No.14
平倉浩治（ひらくら こうじ）

任し、永年の学会活動により本学会に多大なる貢献
した。

No.15
北村孝司（きたむら たかし）

受賞理由：理事、会長など本学会の数々の要職を歴
任し、永年の学会活動により本学会に多大なる貢献
した。

－５－



☆技術賞（第2３回） ３件

技術：「リライタブルレーザシステムの開発」技術：「リライタブルレ ザシステムの開発」
株式会社リコー
石見知三（いしみ ともみ）、川原真哉（かわはら しんや）、
山本和孝（やまもと かずたか）、古川隆弘（ふるかわ たかひろ）、

堀田吉彦（ほった よしひこ）

受賞理由：サーマルリライタブル技術の欠点であった紫外線による画像劣化を保護受賞理由：サ マルリライタブル技術の欠点であった紫外線による画像劣化を保護
層の開発、書き込み時の過熱を防ぐ文字作成アルゴリズムの開発など、ロイコ染料
ベースのレーザーサーマル記録の特徴を生かした技術を実用化しており、従来の感
熱記録方式から格段にロバストで耐久性の良いシステムをまとめ上げたことは高く
評価できる。物流システムにおける画期的な業務効率化が図れるだけでなく、CO2

削減などの社会的意義も大きい。

技術：「スーパーインクジェット技術の開発と実用化」

石見知三 川原真哉 山本和孝 古川隆弘 堀田吉彦

技術： ス パ インクジェット技術の開発と実用化」
株式会社SIJテクノロジ

村田和広（むらた かずひろ）

独自の電界集中型静電方式による超微小液滴形成技
術は、従来技術からの飛躍度と描画パターンの微細
化（既存インクジェット技術の1/10程度）やインク
選択自由度の高さなどの効果の点で極めて優れてい
る技術と評価できる。インクジェット液滴の微細化
という点で技術的注目を集めるだけでなく、デジタ
ルファブリケーションなど も着目されている技術
領域に対しての影響力が極めて大きく、研究開発分
野での実績も蓄積されてきている。今後の発展が期
待できる技術である。

－６－
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技術：「プロダクションプリンタColor1000Press用インライン画像センサの開発」
富士ゼロックス株式会社
石井 昭（いしい あきら）、伊藤昌夫（いとう まさお）、
石崎 直（いしざき すなお）、風間敏之（かざま としゆき）、

中家勝彦（なかいえ かつひこ）

受賞理由：用紙姿勢制御技術，動的再構成可能プロセッサを用いたリアルタイム
処理などによりインライン画像検出，処理を可能とした技術が評価できる。従来
の0次元的プロセスコントロールから多次元の検出制御を可能とした初めての技術

として高く評価できる。小ロット多品種印刷の領域で期待される電子写真方式が
従来の伝統的印刷技術に対する代替技術として広く用いられるために必要な画質
の確保と維持に関して強力な保証手段を提供するものとして社会的意義も高い。

☆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
（第８回） 1件

梅津 信二郎（うめづ しんじろう）（東海大学）

研究題目：「静電インクジェットのバイオプリンティング、デジタルマイクロファブリ
ケーションへの応用」

受賞理由： 先端分野であるバイオ・グリーン
の両イノベーション分野へ静電方式のインク
ジェット技術を応用展開しており、該当分野に
関して優れた業績を有する。該当のデジタル
ファブリケーション分野はインクジェットプリ
ンタの次世代技術として発展すると期待される。

－７－



受賞者リスト

学会賞 会長特賞
平林 純1993 井上英一

菊池真一
1994 三川 禮
1995 小門 宏

坂田俊文
1996 河村孝夫
1997 木原信敏
1998 本庄 知
1999 栗田隆治
2000 遠藤一朗

会長特賞
2000 羽根田 哲
2001 情野國城

Min-Kai Tse
2002 安達春夫
2003 平原修三

安達昭三
2004 金 栄順

上原利夫
2005  安藤祐二郎

金 銀慶

2002 平林 純
村本秀也

2003 町田義則
長山智男
大石亮太

2004 中嶋道也
紅林良之
真常 泰

2005  春原聖司
藤本慎也

2006 田中俊介
2001 高橋恭介
2002 横山正明
2003 碓井 稔

平倉浩治
2004 村山徹郎
2005 水口 仁
2006 竹内 学
2007 細矢雅弘
2008 半那純一
2009 星野勝義

金 銀慶
2006 稲垣敏彦

緒方信康
2007 武田布千雄

中島淳三
Inan Chen

2008 板谷正彦
2009 木村正利

今井 力
2010 長山智男
2011 長谷部 恵

2006 田中俊介
坂本 祥

2007 大野 玲
長山智男
伊藤めぐみ

2008 遠藤 寿
中川靖子

2009 木内豊
井上園美
田中里美

2010 由井悠基
2010 北村孝司

功労賞
1993 木脇久智

近藤厚實
1994  窪田啓次郎

坂巻資敏
松井 茂

1995  今村舜仁
中村堅

名誉会員

2001 井上英一
近藤厚実
窪田啓次郎
三川 禮

研究奨励賞

1984 武田布千雄
1985 梨木恵一
1986 高橋隆一
1987 笠井利博
1988 小田 元

佐々木幸雄
山本 肇

1989 小寺宏曄
柳

2010 由井悠基
西浦美都子

2011  井辻健明
斎藤和広
渡辺 壮

中村堅一
1996  柿井俊一郎

江田研一
1997  野田栄三

山本 隆
1998  昼間健治

山口隆司
1999 高島祐二

土屋元彦
2000  田嶋紀雄
2001 情野國城

三川 禮
坂田俊文

2002 小門 宏
今村舜二

2003 河村孝夫
江田研一

2004 高橋恭介
2008 横山正明
2011 田嶋紀雄

高橋 通

柳田和彦
1990 細矢雅弘

松井乃里恵
山口康浩

1991 面谷 信
田中俊春
弘重祐司

1992 上原康博
松井利一

1993 赤木秀行
園田泰子2001  情野國城

2002  本庄 知
滝口孝一

2003  小口寿彦
2004  大野 信

北村孝司
木村正利

2005  横山正明
鈴木 明

2006  鈴木弘治
高橋 通

日本画像学会コニカミノルタ研究奨励賞

2005 山口留美子
2006 谷中一寿
2007 水口 仁
2008 渡邊敏行‧平田修造
2009 小林範久
2010 面谷 信
2011 関谷 毅

園田泰子
堀田吉彦

1994 梅田 実
古川和彦
村井和昌

1995 天野哲也
勝目 正
古谷信正

1996 長山智男
平本昌宏
松本卓士高橋 通

星野坦之
2007 中山喜萬

深瀬康司
2008 水口 仁

竹内 学
中村俊治

2009 五十嵐 明
正道寺 勉
富樫光夫

2010 平倉浩治

日本画像学会コニカミノルタ研究賞

2005 藤本慎也
2006 坂本 祥
2007 土井孝次
2008 遠藤 寿
2009 井上 園美
2010 淺井敏明
2011 井辻健明

松本卓士
1997 小谷野 武

平川弘幸
山口幸生

1998 中山信行
李 源渉

1999 久保田哲行
趙 国来
福本 宏

2000 原田陽雄
高橋朋子2010 平倉浩治

岡 建樹
高橋朋子

2001 金澤祥雄
水口由紀子

－９－



論文賞

1977  本庄 知、田口誠一
1981  高橋 通、細野長穂、神辺純一郎,豊野 勉
1983 下木原 滋、加藤義明、板倉良介、横山正明、三川 礼、高島祐二、石田英輔、粒崎 繁、弓場上恵一、

下間 亘下間 亘
1985 河村尚登、門脇秀次郎、北島信夫
1987 武田布千雄、坂本康治、小林一雄
1989 寺尾和夫、稲葉 繁、伊藤健介
1991 松井乃里恵、岡 孝造、稲葉義弘
1993 細矢雅弘、斎藤三長、佐々木幸雄、木村正利、中島淳三
1994 池側彰仁、後藤 浩、岩佐英二、江ﾉ口祐次
1995 岩田尚貴、鈴木弘治、西土和宏、沢田 彰
1996 村井和昌、小勝 斉、喜多伸児
1997 本間寿一、横山正明
1998 保坂靖夫、中尾英之1998 保坂靖夫、中尾英之
1999 宮坂 徹、山本雅志、島田 昭
2000 水口 仁、遠藤彩映、松本真哉 、平林 純、高橋 通
2001 情野國城、弓削静雄、上村正雄、 舩山康弘、堀健志、吉井朋幸、上薗勉
2002 渡辺 崇、近内健護、星野坦之
2003  小寺宏曄
2004  水口 仁、今永俊治
2005  真常 泰、八木 均、高橋正樹、石井浩一、高須 勲、細矢雅弘

牧野崇史、井村康朗、日達昭夫、岩田昭平、水口 仁
2006  物部祐亮、山下春生、黒沢俊晴、小寺宏曄

藤山高広、杉本賢一、関口未散

技術賞
1987 ｷｬﾉﾝ(株) OPCとｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ現像を用いたｶｰﾄﾘｯｼﾞｼｽﾃﾑ、ﾐﾉﾙﾀｶﾒﾗ(株)ﾊﾞｲﾝﾀﾞ型小粒径ｷｬﾘｱを用いた現像ｼｽﾃﾑ(ﾏｲｸﾛﾄｰﾆﾝ

ｸﾞ方式) (株)ﾘ 高感度積層型OPC感光体の開発

藤山高 、杉本賢 、関 未散
2007 面谷 信、小島 聡
2008 藤本慎也‧前田博己‧鶴岡美秋‧中山健一‧横山正明

岡田久雄‧竹内 学
2009 情野國城、平原秀明、小沼崇明、吉田一郎、海江田省三

松坂修二、白井聖、細尾康元、安田正俊
2010 西浦美都子
2011  尾崎敬二

ｸﾞ方式) 、(株)ﾘｺｰ 高感度積層型OPC感光体の開発
1991 ｷｬﾉﾝ(株)帯電ﾛｰﾗ/転写ﾛｰﾗｼｽﾃﾑの開発、富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株) 1ﾊﾟｽ2ｶﾗｰ電子写真ﾌﾟﾛｾｽ技術、ﾐﾉﾙﾀｶﾒﾗ(株)ﾚｰｻﾞ強度変調画

像再現ｼｽﾃﾑの開発
1992 ｷｬﾉﾝ(株)ｳｴｲﾄﾚｽ熱定着ｼｽﾃﾑの開発、富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株)高画質ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾗｰｾﾞﾛｸﾞﾗﾌｨｰ技術、(株)ﾘｺｰ 4ﾄﾞﾗﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾗｰ電子

写真ｼｽﾃﾑ
1993 日立工機(株)高速ﾚｰｻﾞﾋﾞｰﾑﾌﾟﾘﾝﾀ用半導体ﾚｰｻﾞ光学系の開発、 (株)ﾘｺｰ 省ｽﾍﾟｰｽ高画質ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾙｶﾗｰPPCの開発
1994 富士写真ﾌｲﾙﾑ(株)TA方式ﾌﾙｶﾗｰﾊｰﾄﾞｺﾋﾟｰｼｽﾃﾑの開発、松下電器(株) 感光体内部磁石を応用した小型1成分現像方法、

(株)ﾘｺｰ 高分子/低分子複合型熱可逆記録材料の開発
1995 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ(株) Mach-Jet技術の開発、富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株) ﾊｲﾗｲﾄを重視した新規ｽｸﾘｰﾝ技術“HIEST”、ﾐﾉﾙﾀ(株)ﾌ ﾞｯｸｽ

ｷｬﾅにおける歪補正技術
1996 ｱﾙﾌﾟｽ電気(株)高精細600dpi溶融熱転写印刷技術 (株)東芝 (株)ﾃｯｸ 一成分非磁性現像を用いたクリーナレスプロ1996 ｱﾙﾌ ｽ電気(株)高精細600dpi溶融熱転写印刷技術、(株)東芝、(株)ﾃｯｸ 成分非磁性現像を用いたクリ ナレスプロ

セスの開発
1997 富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株) 高精度ﾀﾝﾃﾞﾑ･ｶﾗｰ･ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ技術、日立工機㈱ ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ斜め走査技術による超高速ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ
1998 沖電気工業（株）1200 dpi 高発光効率 LED ヘッド、富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株)高精度カラーマッチング技術（フレキシブル

GCR, 3D-ACCT)、山梨電子工業（株）有機感光体の光感度制御技術
1999 ｷｬﾉﾝ(株) ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾙｶﾗｰ用重合ﾄﾅｰの実用化、富士ｾﾞﾛｯｸｽ(株) Color Laser Wind 3310 ｢ｶﾗｰ高画質化技術｣、松下電器

産業(株) 消耗品をｵｰﾙｲﾝﾜﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ化したｶﾗｰﾚｰｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀ
2000 京セラミタ ㈱ 電子写真OPC用高性能電子輸送材料の開発、富士ゼロックス㈱高画質フルカラープリンタ・複合機

Docucolor 1250/1255シリーズの開発
2001 沖デジタルイメージング ㈱ 高速高密度1200dpiLEDプリントヘッド、富士ゼロックス ㈱オンデマンドカラープリン

ティングシステムColorDocuTech60の開発ティングシステムColorDocuTech60の開発
2002 富士ゼロックス ㈱ 高画質と低環境負荷を両立する乳化凝集法チナー（EAトナ－)の技術開発、㈱ リコー 高速カ

ラーレーザープリンタIPSiO Color 8000/8100シリーズの開発、キヤノン㈱ 注入帯電クリーナーレスシステム
2003 キヤノン㈱ カラーIH（電磁誘導加熱）定着方式の開発、東芝テック㈱ 電磁誘導加熱による定着器の開発、京セラ

ミタ ㈱ 世界 小カラータンデムプリンタFS-5016Nの開発
2004 富士ゼロックス株式会社「面発光VCSELを用いた2400dpiレーザ露光装置の開発」、株式会社リコー「電気二重層

キャパシタ補助電源による省エネ定着技術」

2005 富士ゼロックス株式会社「冷却剥離による高面質定着装置MACSの開発」、株式会社東芝「消せるトナー「e-blueTM」
の開発」

2006 パナソニックコミュニケーションズ株式会社「カラーIH定着器の加熱幅制御技術」、花王株式会社「新規粉砕法に
よる高速高画質オイルレス対応ポリエステルトナー」よる高速高画質オイルレス対応ポリ ステルトナ 」

2007 京セラミタ株式会社「エコロジー対応A3カラータンデムMFP KM-C4035Eシリーズ機の開発」、株式会社アルバック・
コーポレートセンター「独立分散金属ナノ粒子インクを用いたインクジェット印刷による導電膜形成」

2008 富士ゼロックス株式会社「自己走査型ＬＥＤを用いた1200dpiＬＥＤカラー複合機の開発 」
キヤノン株式会社「透明トナーによる電子写真画像表現多様化への挑戦 imagePRESS C1+ 」

2009 アルプス電気株式会社「１パスフルカラーダイレクトサーマル記録システム（ZINK）の実用化」
2010 富士ゼロックス（株）「新規EA-Ecoトナーの開発」、ブリヂストン（株）「電子粉流体を用いた高速応答型電子

ペーパー「AeroBee」」
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2011 キヤノン株式会社 「ワンパスフォト印刷を実現したDreamLabo 5000の技術」、コニカミノルタビジネス
テクノロジーズ株式会社 「鮮やかな色再現でVividな価値を提供することに挑戦したハイクロマトナーの
開発」、セイコーエプソン株式会社「中空粒子を用いた水性白色インク搭載のインクジェットプリンタ」
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【２０１２年度選奨委員会委員リスト】

委員長 内藤裕義（大阪府立大学）
委 員 半那純一学会長（国際交流委員長）、中居仁司運営委員長、前田秀一編集委員長、

面谷 信技術委員長、阿部隆夫コンファレンス委員長、金本成一ICJ2012FALL実行委員長、
大橋豊史事業委員長、北岡義隆関西委員長、辰巳節次財務委員長、
長山智男広報委員長、酒井真理企画委員長、中山 信行ICJ2012副実行委員長


