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☆学会賞（第20回） 1件

面谷 信（おもだに まこと）（東海大学）

受賞理由：電子ペーパーに関する研究および研究・事業分野の活
性化促進

高度情報化社会を支える画像デバイスとして、文書類を読むた
めの静止画表示装置としての電子ペーパーは有望なディスプレイ
である。面谷教授は、電子ペーパー黎明期からその開発、普及に
尽力された。電子ペーパーの表示技術の研究、一般社団法人ビジ
ネス機械・情報システム産業協会電子ペーパーコンソーシアム副
委員長および委員長としてシンポジウム企画や標準化の推進、“
紙への挑戦 電子ペーパー―情報世界を変えるメディア―”（森
北出版）（単著）、電子ペーパー（東京電機大学出版局）（監修
）、電子ペーパー開発の技術動向 (CMCテクニカルライブラリー
―エレクトロニクスシリーズ)（監修）などによる啓蒙活動、さ
らには、電子ペーパーの見やすさの要因などのヒューマンインタ
フェース分析に至るまで幅広い活動は、高く評価できる。

☆功労賞（第20回） 1件

中居 仁司（なかい ひとし）（ブラザー工業株式会社）

受賞理由：長年にわたる学会運営への多大なる貢献

2004年以来、日本画像学会において理事を10年務めら
れ、長期にわたり学会の運営に尽力した。その間、特に
運営委員長として６年間 理事会、総会、評議員会の開
催、運営に指導的立場で多大なる貢献をした。また、第
62回技術講習会、ICJ 2006 Fall Meetingの実行委員長を
務め、会を成功に導くと共に、2008年以降、NIPを協賛す
るISJの運営委員長としてIS&T事務局との情報共有や日本
サイドからの参加条件の折衝・調整を果たし、学会の発
展に多大な貢献をした。
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☆論文賞（第28回） 2件

ベイズ統計によるマルチバンドスキャン画像の波長・空間領域の同時復元
日本画像学会誌 第52巻 第5号 pp 400 - 405 (2013)
村山雄亮（むらやま ゆうすけ）、井手亜里（いで あり）（京都大学）

受賞理由：マルチバンド画像スキャナーにより取得した画像に対して超解像を適用すること
は、文化財デジタルアーカイビングに応用できる有用な技術である。本研究は、分光反射率
推定の手法であるウィナー推定と超解像の手法であるベイズ超解像を組み合わせることによ
り、従来の3分の1程度の撮像時間で、1.7倍の解像度向上を実現している。精密な議論と定量
的な評価に加え、提案手法による復元画像の画質向上が著しく、結果を伴った理論構築が、
論文賞に相応しいものと評価した。

High-Resolution Measurement of Electrostatic Latent Image Formed on 
Photoconductor Using Electron Beam Probe 
日本画像学会誌 第52巻 第6号 pp 501 - 508 (2013)
須原 浩之（すはら ひろゆき）（株式会社リコー）

受賞理由：電子写真プロセスの解析技術として，潜像を
高分解能で可視し定量化する技術の要求は電子写真黎明
期からの重要な課題で，高いニーズがある．本研究では，
電子ビーム照射時により放射される二次電子の電界偏向
を利用した新たな潜像可視化，計測技術を開発し，オン
ラインでのミクロンオーダの電位計測を可能とした．電
子写真技術の理解と高度化に向けた重要な基盤解析技術
の一つとして極めて優れた成果であり，論文賞に相応し
いものと評価した。
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☆研究奨励賞（第21回） 3件

部分帯電したトナーの静電付着力の測定

田中 孝幸（たなか たかゆき）（キヤノン株式会社）

受賞理由：電子写真プロセスの最適化には、静電気力に関わるトナー
の帯電量だけでなく、トナーと部材の間に働く付着力を制御すること
が重要である。本研究では、部分的に帯電させたトナーの付着力を振
動式付着力測定器で測定することで、静電的付着力を接触面に存在す
る帯電電荷によるものと、接触面以外に存在する帯電電荷よるものに
分解し、それぞれチャージパッチモデルおよび中心電荷モデルにより
説明できることを実証した。この結果は、トナーの設計に対して有用
な知見を与えるものであり、モデルの妥当性も含めて今後のさらなる
展開が期待できる研究発表でもあることから、研究奨励賞に相応しい
ものと評価した。

電解析出銀粒子の粒径制御に基づく新規カラー反射型EC表示

坪井 彩子（つぼい あやこ） （千葉大学）

受賞理由：エレクトロクロミズム(EC)を利用したデバイスは、様々
な優れた特徴を有しており、各種応用用途への展開が期待されてい
る。著者らのグループでは、銀をEC材料とした デバイスを検討して
いたが、鏡面および黒状態のみの変化であり、有彩色の発現には至
っていなかった。本研究では、銀粒子の局在表面プラズモン共鳴
(LSPR)に着目し、デバイス中の銀粒子の電解析出時の電圧印加手法
による粒子成長の様子を走査型電子顕微鏡により観察することで、
ステップ電圧の印加時間の制御により、均一粒子の形成が可能であ
ることを解明した。その結果として、単一素子で透明状態から、鏡
、黒、赤、青の4 種の発色状態を可逆に発現するマルチカラーEC 素
子の構築に成功した。これらは、今後の表示デバイスとしての展開
の可能性に加え、他のLSPRを発現する材料への適用可能性もあるこ
とから、発展性のある研究内容であり、研究奨励賞に相応しいもの
と評価した。

新規帯電モデルによる画像形成用トナー微粒子帯電量分布の推算

佐竹まどか（さたけ まどか） （同志社大学）

受賞理由：粒子シュミュレーションは大規模な計算を必要とする
が、本報ではそれを簡略化して多くの粒子の帯電挙動を明らかに
する手法について報告されたものである。粒子の帯電挙動は未だ
不明確な事象が多く、ミクロなアプローチからそれを明らかにす
ることも重要だが、本報のようにマクロな挙動からのアプローチ
も必要である。発表では活発な質疑応答がなされ、今後、この取
組の成果を大いに期待したいところである。
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☆会長特賞（第14回） 3件

神野 文夫 （じんの ふみお） （王子ネピア株式会社）

受賞理由：ビジョン委員会の委員として、日本画像学会の
組織クオリティについてQFD手法を基に精緻に分析を行い、
学会ビジョン構築の根幹を完成させた。通常、組織の解析
は課題評価が中心となるが、製品の機能とクオリティを記
述する手法として使われるQFD手法を組織解析に適応し、約
1年の期間をかけ学会の価値向上のポイントを明確化にする
共にこの手法による分析シートを学会の財産として残した
ことは、今後の革新活動継続の礎となる。

竹内 達夫 （たけうち たつお） （キャノン株式会社）

受賞理由：ビジョン委員会の委員長としてビジョン委員会で
の議論を精力的に推進して日本画像学会の学会ビジョンのと
りまとめを行い、2012年6月のImaging Conference Japan 
2012の総会およびワークショップにおいて学会ビジョンを学
会一般会員に披露する段階までまとめ上げた功績は多大であ
る。学会副会長として画像関連学会連合会の成立に向けたと
りまとめ活動を日本写真学会、日本印刷学会、画像電子学会
との意識合わせから連合会規約の作成調整に至るまで精力的
に進め2014年度開始に合わせた連合会成立までこぎ着けた功
績は大きい。その過程で特に2013年度各画像関連学会秋期大
会の相互乗り入れの実現および2014年度各学会秋期大会の合
同開催決定という具体的な連合活動成果を既に挙げているこ
とも功績として特筆される。

酒井 真理 （さかい しんり） （東京大学大学院）

受賞理由：酒井氏は企画委員会委員長として新規に定期イ
ベントとしてのイメージングカフェを企画立案し、原則毎
月1回開催という意欲的な開催を続け、2011年2月の第1回開
催以来2014度末までに第29回の開催に至る実績をあげてい
る。イメージングカフェは日本画像学会のフロンティア領
域を拡大し、かつ原則会員限定サービスとして顕著な会員
メリットを提供する学会サービスとして意義が大きいとと
もに、本イベントへの参加をきっかけとした新入会員の獲
得実績も多数あり、学会の新イベントとして大きな成功例
と考えられる。その立ち上げ・定期開催継続の功績は顕著
である。



☆名誉会員（第8回） 2件

No.17
中山 喜萬 （なかやま よしかず） （大阪大学）

受賞理由：水口教授は編集委員長在任中に積年の懸案
であった学会誌の年6冊発行（それまでは年4冊）の開
始と確立の他、学会誌毎号掲載のImaging Todayの内
容を各著者に紹介頂く編集委員会主導の講演会「フリ
ートーキング」の創設と定期開催体制を確立した。一
方、IS&TのNIP会議のProgaram Chairを務め、日本画
像学会とIS&Tの連携の強化に大いに尽力した。また、
色材関係の研究課題を中心にICJ等での極めて多くの
発表および日本画像学会誌への多数の論文投稿により
学会発展に貢献した。

No.16

水口 仁 （みずぐち じん） （信州大学）

受賞理由：中山教授は、1994年来、本学会の理事、
国際交流委員会、技術委員会、関西支部等の委員長
を歴任され、学会の活性化、技術分野でのイノベー
ション促進、国際交流促進を図った。 2010年～
2012年には会長として学会全体でのリーダーシップ
を発揮され米国画像学会（IS&T）との交流も促進し
た。
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☆フェロー（第1回） 8件

上原 利夫（うえはら としお） （日本トレック）

上原 康博（うえはら やすひろ） （富士ゼロックス株式会社）

面谷 信（おもだに まこと） （東海大学）

川本 広行（かわもと ひろゆき） （早稲田大学）

受賞理由：日本画像学会理事、シミュレーション技術部
会主査など、本学会の数々の要職を歴任し、本学会に多
大な貢献をした。

受賞理由：測定技術を通じて電子写真技術の発展に大き
く寄与し、本学会の発展に多大な貢献をした。

受賞理由：日本画像学会理事、事業委員長など、本学会
の数々の要職を歴任し、本学会に多大な貢献をした。

受賞理由：日本画像学会理事、副会長、技術委員会委員
長、ICJ実行委員など、本学会の数々の要職を歴任し、
本学会に多大な貢献をした。
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内藤 裕義（ないとう ひろよし） （大阪府立大学）

西 眞一（にし しんいち） （コニカミノルタ）

堀田 吉彦（ほった よしひこ） （株式会社リコー）

星野 勝義（ほしの かつよし） （千葉大学）

受賞理由：日本画像学会理事、ICJ実行委員、イメージン
グ技術部会委員など、本学会の数々の要職を歴任し、本
学会に多大な貢献をした。

受賞理由：日本画像学会理事、関西支部委員、編集委員、
技術委員会委員、新イメージング部会主査など、本学会の
数々の要職を歴任し、本学会に多大な貢献をした。

受賞理由：日本画像学会評議員、技術委員会デジタルフ
ァブリケーション部会など、本学会の数々の要職を歴任
し、本学会に多大な貢献をした。

受賞理由：技術委員会第７部会（電子ペーパー部会）の
主査など、本学会の要職を歴任し、本学会に多大な貢献
をした。
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☆技術賞（第24回） 3件

技術：「 Loops（用紙リユースシステム） 」
東芝テック株式会社
吉田 稔（よしだ みのる）、中村鐵也（なかむら てつや）、八幡伊佐雄（やはた いさお）、
樺井隆人（かばい たかひと）、木野内聡（きのうち さとし）

受賞理由：短時間で消色できるマイクロカプセル色材を用いた低温定着トナーの新規開発をはじ
めとして複数の技術ハードルを乗り越えて達成したシステムとして高い技術達成度が感じられる。
消色システムにスキャナーを組み込むことにより文書データ保存機能とともに用紙再利用可否判
断機能も受け持たせたアイデアおよびコンセプトも秀逸で、ユーザーの利便性が高い製品完成度
を実現している。e-Blueと比較して、消色が大幅に簡略化され、特定ユーザーに対する貢献だけ
でなく、電子写真技術の環境面の技術的進化の好例を示した点に関して、社会的インパクトは十
分認められる。

技術：「 AC転写技術」
株式会社リコー
青木信次（あおき しんじ）、飯村治雄（いいむら はるお）、荻野尉彦（おぎの やすひこ）、
中村圭吾（なかむら けいご）

受賞理由：転写に交流を印加する技術は、従来より知られていたが、空気の絶縁破壊電界近
傍の交流高電界という高い電界の利用を実用化したことは評価できる。また、有効性の解析
も十分に実施しており、困難な技術化を科学的アプローチで実施したことも評価できる。エ
ンボス紙等、これまで困難だった凹凸紙への転写を可能にした社会的インパクトも認められ
る。

吉田 稔 中村鐵也 八幡伊佐雄 樺井隆人 木野内聡

青木信次 飯村治雄 荻野尉彦 中村圭吾



技術：「プロダクションインクジェットプリンター用コート紙「SWORD iJET」の開発」
三菱製紙株式会社
名越応昇（なごし まさのり）、兼子 了（かねこ とおる）、遠藤 哉（えんどう はじめ）、高田秀樹
（たかだ ひでき）、日比野良彦（ひびの よしひこ）

受賞理由：オフセット印刷機用コート紙とインクジェットプリンター用専用紙の技術融合によ
るコート紙である。高いインク吸収性と発色性に加えインク定着性も良いため、印刷速度を高
く設定でき、乾燥温度を低く設定できるためエネルギーコストを抑えることができる。また、
オフセット印刷、折り、製本などの後工程にも十分に耐え、ほぼすべてのプロダクションイン
クジェットプリンターに対応している。コストを抑えつつ市場要求を満たすことにより潜在需
要に大きく応えた製品として反響は大きいと思われる。
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名越応昇 兼子 了 遠藤 哉 高田秀樹 日比野良彦

☆技術研究賞（第1回） 1件

平林 純（ひらばやし じゅん）（キヤノン株式会社）

受賞理由：タブレットによる印刷物のアピアランス（色・光
沢）再現シミュレーション

長年にわたり、画像関連技術、特に画像の見え方において
先駆的な研究続けている。印刷画像の光沢分布を考慮した見
え方の研究、画像面上での光の入射と反射の関係を示す双方
向反射率分布関数の計測技術の確立と近似再現方法の提案、
タブレット端末上での画像再現技術を実用化した。任意の色
材、任意の付着量における反射率分布の再現技術、任意の照
明光の影響を考慮することで、あらゆる画像、あらゆる環境
下での、アピアランス（色・光沢）を予測可能とし、その技
術は通常の印刷物にとどまらず、名作絵画の再現にも及んで
いる。
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☆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9回） 1件

藪 浩（やぶ ひろし）（東北大学）

研究題目：有機・無機ハイブリッドにおける相分離構造を有する高分子微粒子の
電子ペーパーへの応用

受賞理由：相分離構造を有する高分子微粒子の電子ペ
ーパーへの応用の可能性に関する研究で革新的な材料
開発により、新画像領域で顕著な貢献があったと判断

される。



受賞者リスト

学会賞
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
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
2010 北村孝司
2012 川本広行

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
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
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
岡 建樹

2012 山﨑 弘
大西 勝

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
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
2012 鶴岡亮一

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
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

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

2001 金澤祥雄
水口由紀子

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
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
西浦美都子

2011  井辻健明
斎藤和広
渡辺 壮

2012 青野博之
江口弘樹
八田 達
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名誉会員

2001 井上英一
近藤厚実
窪田啓次郎
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
2012 平倉浩治

北村孝司

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
2012 梅津信二郎

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



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

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
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 ㈱ 世界最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」

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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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
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
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
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
2012 瀬尾 学、塚本武雄、法兼義浩



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」

2012 株式会社リコー 「リライタブルレ ザシステムの開発」、株式会社SIJテクノロジ 「スーパーインクジェット
技術の開発と実用化」、富士ゼロックス株式会社 「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」
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【２０１３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、浜田敏正ICJ2013FALL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（ICJ2013実行副委員長）、酒井真理企画委員長、


