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「画像芸術に触れる交流会」の報告  
～画像工学同窓会見学会参加記～

■ 中瀬貴大
（1999年卒業 キヤノン）

9月11日、まだ暑さの残る中、同窓会開
催の見学会に向かいました。見学会参加
のきっかけは2008年のある日、上司に声を
かけられ、記念すべき第1回の見学会にア
テンド側として参加したことでした。第3回
にも（出席者側で）参加させていただき、今
回の第5回で3回目の出席となりました。
集合場所のDNP五反田ビルに到着し

たのは13時前。入口ではDNPの3文字が
逆転した画像工関係者なら「おっ」と思う
お洒落なオブジェが出迎えてくれました。
DNPに勤務する，同窓の斎藤先輩の概略
説明の後、見学へ。まずはソリューションス
クエア。AR（拡張現実）ではカメラにQR
コードなどのシンボルを映しこむと、カメラ
に映った現実空間に車などが合成されて
画面に表示されるデモを、また、電子透か
しでは普通に見える雑誌の表紙をカメラ
にかざすと情報が読み取れるデモをして
いただきました。ここでアテンドをして頂い
た女性の方はソリューション担当の方だっ
たと思うのですが、技術的に細かいことば
かりを質問する我々同窓のメンバーにも丁
寧に笑顔で対応していただきました。次は
同フロアのルーブルDNPミュージアムラボ
へ。ゴヤの「青い服の子供」を題材に、PC
ではなく実際のオブジェクトに触れることで
絵画の素材、経年変化を解説するシステ
ムや、180インチの超高精細スクリーンで
の説明、CGによる「青い服の子供」の背
景・持ち物・服の色を入れ替える画像合成
システムを見学しました。画像・絵画も単に
見るだけでなく、子供でも扱えるインター
フェース、それを支える最先端技術を通じ

て、より直観的に捉え、さらに使いこなす時
代に進んでいることを実感しました。
15時頃DNPを後にし、JRで恵比寿

ガーデンプレイス内にある東京都写真美
術館へ。山口さんの案内で荷物用エレ
ベータに乗って、通常では入れない美術
館のバックヤードへ潜入。ここでは写真
の保存や、額へセットする作業をされてい
ました。保存のため写真の間に挟む紙の
pHの管理をされていることや、額の保存
数などに驚きました。また、美術館のロ
ビーが暑いと思っていたら、省エネで電
力制限のある中、作品のあるスペースの
環境安定化に電力を優先しているとのこ
とでした。作品の保存に非常に気を遣っ
ていることを実感しました。次に「自然と
鉛筆」を見学しました。テーマ名である
「自然と鉛筆」は世界初の写真集とのこ
とで、6分冊すべて揃った貴重な１セット
が公開されていました。ここでの見学は、
画像工学同窓会・特別解説付きコースで
した。説明していただく言葉の中に出てく
るタルボット、カロタイプなどに懐かしさ
を感じながら（必死に思い出しながら）見
学しました。リアリズムを求めて技法が生

まれる一方で、その技法を用いた新たな
表現方法が生まれる流れを、作品を通じ
て見ることができました。私にとって、
「画像」とはどうあるべきかを考えさせて
くれる貴重な講義となりました。
17時頃には集中講義も終わり、気がつ

けば久しぶりの立ちっぱなしでやや腰が
痛くなり始めたころ、最後のイベントとな
る懇親会の会場へ移動しました。
先輩、大先輩の方々から色々なお話を

うかがっていたところ、学生さんではない
若い方を発見。聞いてみたらなんと平井
先生とのこと。画像工も先輩方はもちろ
ん、若い方も活躍されていることに改めて
感心させられました。
今回の見学会は、午後開催、徒歩移

動、芸術との交流、と従来と雰囲気も異な
り新鮮でした。開催・説明にご尽力くださ
いました関係者の皆様に感謝いたしま
す。ありがとうございました。
また、本稿を読まれてまだ見学会に参加

されていない方（特に若い方）、通常では見
られないようなところを経験できる良い機会
だと思います。一度、参加してみてはいかが
でしょうか？懐かしい方にも会えるかも。
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●サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
 〒170-8630 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号　 交通：池袋駅東口から徒歩8分 東池袋駅（地下鉄有楽町線）2番出口から徒歩3分
 http://www.sunshinecity.co.jp/information/access.html

画像工学同窓会第13回技術講演会 第16回定期総会 懇親会

■  2012年度事業報告（2012年1月1日～2012年12月31日）

2月10日（金）
幹事会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第15回定時総会・懇親会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第12回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
「印刷会社と震災復興」佐久間信幸氏（株式会社日進堂印刷所社長）
「黒白映画からカラーを蘇らせる ～モノクロ画像とカラー画像
の世界～」堀内隆彦氏（千葉大学大学院融合科学研究科准教授）
3月23日（金）
画像科学科 卒業生を励ます会（けやき会館コルザ）：山高会長、
平賀幹事 参加
情報画像学科 卒業祝賀会（京成ホテル ミラマーレ）
7月2日（月）
幹事会（東京都中央区、八丁堀ハイテクセンター）
7月7日（土）
関西支部総会・懇親会（京都・キエフ）：小関副幹事長、中村
幹事 参加
9月11日（火）
同窓生と学生による画像関連見学会：参加者30人
【ルーヴル-DNPミュージアムラボ、東京都写真美術館】
11月15日（木）
幹事会（東京都中央区、八丁堀ハイテクセンター）
12月下旬
会報15号の発行 同窓生の寄付により、引き続き『印刷雑誌』
へ同窓会情報発信の掲載を同窓会事業として継続
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■  2013年度事業計画案（2013年1月1日～2013年12月31日）

2月6日（水）
幹事会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第16回定時総会・懇親会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第13回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
3月8日（金）
第5回情報画像産学技術交流会（千葉大学自然科学系総合研究棟1）
3月22日（金）
画像科学科・卒業生を励ます会／情報画像学科・卒業祝賀会
6月頃
幹事会
7月
関西支部総会・懇親会（京都・キエフ）
9月頃
同窓生と学生による画像関連工場・研究所見学
10月前半
幹事会
12月下旬
会報16号の発行 同窓生の寄付により、引き続き『印刷雑誌』
へ同窓会情報発信の掲載を同窓会事業として継続
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2.

3.

4.

5.
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同 窓 会 か ら の お 知 ら せ

年会費納入のお願い。m(. . )m

　会報発行などの同窓会の活動運営は、主に会員の
皆様からの年会費でまかなわれております。正会員
の皆様には、同封の振込用紙にて年会費（1,000円）
をご納入下さいますよう、お願い申し上げます。
　尚、情報画像工学科の卒業生の皆様には、在学時
の所属コース、研究室にかかわらず、全員にお送りい
たしておりますので、ご了承ください。

来る2013年3月8日に『第５回情報画像産学技
術交流会』（会場：自然科学系総合研究棟1・大会
議室）を開催いたします。画像科学科・情報画像
学科、各研究室における教育研究内容の発表等
を通して両学科の現状をお伝えしますと同時に、
産業界からの社会的ご要望等、忌憚のないご意見
をお聞かせ頂ければ幸いです。卒業生の皆様方の
ご参加を心よりお待ち申し上げます。なお、詳細は
順次、ホームページでご案内させて頂きます。

■ 画像科学科：http://www.tp.chiba-u.jp
■ 情報画像学科：http://www.tj.chiba-u.jp

17：00～17：30

2012年度事業報告、会計報告
2013年度事業計画、予算案

時　間
参加費
講演者

：
：
：

15：30～17：00
無料
未定 （詳細はWebページをご覧下さい。）

時　間

議　題

：
：

時　間

参加費

：
：
17：30～19：30

7,000円
※当日お支払い下さい。

日にち：2013年2月6日（水）　 場所：サンシャインシティ文化会館 会議室

　2013年度の定時総会および懇親会を下記のように開催致
します。今回も昨年度と同様に多くの方に参加頂けるよう
PAGE2013の開催と合わせて開催致します。是非、皆様お
誘い合わせの上、ご出席下さいますようご案内申し上げ

ます。また今年度も技術講演会の開催を予定しております。
機材展に参加と同時に技術講演会にも参加下さいますよ
う、ご案内申し上げます。なお、ご参加の有無を同封の振込
み用紙にご記入の上ご送付下さい。

2012年9月11日

※ 出席される方は、同封の振込み用紙の出欠欄にご記入の上、1月25日（金）までに到着するようにお申込み下さい。
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日高芳典（S24）・原田澂（S40）
犬養俊輔（S45）・前原東二（S50）
馬場直志（旧教職員）・山根節雄（S23）・大久保周（S29）・山本芳正（S31）・
斎藤了一（S58）・斎藤圭介（S59）・宇田川泰（H19）
辻内順平（旧教職員）・蜂屋弘之（旧教職員）・井下広（S15）・根本鋭雄（S16）・横山弘（S31）・岩田克彦（S36）・
正田章（S39）・入山隆（S41）・平賀祐二（S55）・鈴木英夫（S58）・平山巌（S63）
伊東郁男（S48）・足立純一（S50）・芝木儀夫（S54）・多田尚弘（S56）・平野幸和（S58）
小門宏（旧教職員）・久保宏子（旧教職員）・江越壽雄（S22）・蛭海進（S22）・野原昭光（S23）・織間勇（S25）・
大熊満（S26）・久保走一（S26）・関根慶治郎（S26）・野村蔚（S26）・原誠（S26）・廣瀬昌三（S26）・金子福松（S31）・
大山稔（S32）・奥田晃作（S32）・勝田禎治（S33）・小野正和（S34）・茂垣克夫（S35）・今城力夫（S36）・
西山進（S39）・上田頴人（S39）・日比野繁雄（S39）・三浦英徳（S39）・斉藤光範（S42）・鎌形寿男（S44）・
富山昌史（S44）・斉藤延夫（S45）・佐々木孝（S46）・小出敏明（S47）・山田秀夫（S48）・勝間健一郎（S49）・
清水忠（S50）・秋葉斉（S51）・高野明（S51）・山高修一（S51）・新井智（S53）・安斉孝之（S56）・小村博史（S59）・
宮田弘幸（S59）・大森雅久（H1）・中村幹（H2）・今泉大作（H8）・宮脇修三（H8）・岸本靖彦（H10）・小平理（H15）・
吉田淳（H18）
原正美（S22）・奥貫信（S24）・飯田均（S25）・阿久津仁（S26）・安野惟夫（S26）・笹本邦司（S26）・清水丈夫（S26）・
倉持実（S26）・野本拓夫（S26）・荒川光男（S28）・接待健一（S28）・金子実（S29）・木村敏男（S29）・小松康世（S29）・
越野政雄（S29）・佐久間悌（S29）・竹原悟（S29）・山本之彦（S29）・国分安信（S30）・武田市太郎（S30）・當麻守彦（S30）・
山本芳孝（S30）・吉田勝郎（S30）・礒芳也（S31）・木下堯博（S31）・楠本幸二（S31）・鳥海昇（S31）・池田敏夫（S32）・
蛯原富司也（S32）・久野治（S32）・佐藤要助（S32）・鈴木章方（S32）・設楽清（S32）・影山雅英（S33）・清時竹彦（S33）・
平本泰章（S33）・百瀬巖（S33）・会田源吾（S34）・安藤邦郎（S34）・高橋恭介（S34）・小熊敬（S35）・鈴木和男（S35）・
林晃（S35）・山田義彦（S35）・新井靖久（S36）・内堀隆裕（S36）・伊藤晴夫（S36）・黒川静（S36）・西邦夫（S36）・
田邉功（S36）・安達昭三（S37）・今井幹雄（S37）・河野功（S37）・高橋通彦（S37）・栗原清二（S38）・水野耕生（S38）・
三村一俊（S38）・天野高男（S39）・藤橋三千男（S39）・樋口宗治（S39）・渡辺惇（S39）・原忠義（S40）・大谷照夫（S41）・
菅原大作（S41）・手塚辰保（S41）・地引勝（S41）・村越位光（S41）・森和郎（S41）・山崎孝（S41）・柏原克昭（S42）・
白石琇朗（S42）・野中通敬（S42）・半田隆治（S42）・丸山良克（S42）・諸岡征之（S42）・柳川明夫（S42）・龝谷久人（S43）・
伊東寛治（S43）・小田洋三（S43）・柏倉良而（S43）・鈴木孝雄（S43）・田口慎一（S43）・青木隆男（S44）・小川梓（S44）・
佐野和雄（S44）・照井與泰（S44）・中島昭博（S44）・中塚木代春（S44）・阿部敬一（S45）・竹石清（S45）・石田浩男（S46）・
井実勉（S46）・白鳥真太郎（S46）・原口米夫（S46）・春田昌宏（S46）・松林賢市（S46）・雄倉保嗣（S47）・金子茂（S47）・
鈴木明（S47）・高瀬喜久（S47）・塚越初雄（S47）・寺沢賢一（S47）・山口収一（S47）・内田敏夫（S48）・井手広司（S48）・
佐藤晴邦（S48）・船戸広義（S48）・和久田実（S48）・荒牧哲（S49）・大橋康男（S50）・山口茂樹（S50）・甲斐健治（S51）・
川口匡（S51）・斉藤芳彦（S51）・下川原厚男（S51）・新宮領慧（S51）・植竹優一（S52）・奥村信悟（S52）・斎藤進（S52）・
田林勲（S52）・中沢茂明（S52）・岡田茂（S53）・小田透（S53）・末光尚志（S53）・中村甚継（S53）・久保敬司（S54）・
福田信（S54）・仙波季長（S55）・島村秀樹（S55）・徳江雅宏（S55）・渡辺幸保（S55）・井上充夫（S56）・大塚武史（S56）・
末光裕治（S56）・鈴木敦（S56）・井駒秀人（S57）・今場正好（S57）・大澤郁夫（S57）・前野誠一（S57）・山田英治（S57）・
坂本敬亮（S58）・厚見透（S59）・菊井伸介（S59）・長浜孝信（S59）・西川悟（S59）・長谷川隆史（S60）・小倉正通（S61）・
熊代耕一（S61）・川堀昌樹（S62）・岩田耕平（S63）・大湊忠則（S63）・田村知久（H1）・松浦孝夫（H1）・金盛正樹（H2）・
喜多村淳（H2）・金盛恵子（H3）・八木俊治（H4）・佐藤直也（H7）・山本衛（H7）・鈴木慎也（H8）・金木真人（H8）・
上園哲司（H9）・玉井奈津子（H9）・吉川和寿（H9）・青木功（H10）・荒木祐一（H10）・菅原勝彦（H11）・川島雅樹（H13）・
渋谷岳人（H13）・出水将樹（H14）・渡邉直孝（H16）・高橋篤正（H18）・遠藤寿（H19）・本多里志（H21）・仲原孝史（H23）・
宮川哲明（H23） ※敬称略、（ ）は卒業年
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同 窓 会 か ら の お 知 ら せ

drupaは４年ごとにデュッセルドルフで

開催される、印刷業界では世界最大の

展示会です。同じくドイツのケルンで開催

される写真とカメラのフォトキナと並ぶ、トレ

ンドメーキングな場です。世界中から数多

くの出展社が自慢の大型機械を展示しま

す。機械の設置には多大な費用と数日の

調整期間が必要なので、会期を２週間と

長く取り、４年に一度としているのです。

今回はデジタル印刷が実用期を迎えた

と言うことで、インクジェット、電子写真を始

めと数多数の新技術が紹介されました。

とりわけＢ２サイズの高速インクジェット

機が話題でしたが、これらの詳細は各社

のウエッブサイトをご覧頂くとして、ここに

集った我が同門衆の

話しを少々。

ザクッと３０人、

画像工学同窓会の

面々が参加されまし

た。出展サイドもいれば見学サイドもお

られますが、前回に増してにぎやかなこ

とおびただしい。私は自社出展のため１

７泊しましたが、そのうちの半分は同門

を含む面々との夕食となりました。画像

工学は専門に学べる大学が少ないこと

もあり、千葉大ＯＢは関係する各社の責

任有る技術者として大活躍しておられま

す。どこで勉強したのか、相当に流暢な

英語を駆使し、得意げに説明する様は

自信に満ちていました。またdrupaでは

複数の会社間での調整も容易です。各

社のキーマンが会場にいるので、空いた

時間を見つけては情報交換に花が咲く

といった風情。さらにここに外国人も加

わり、にわかに国際会議となる次第。

drupaならではと言うべきでしょう。世界

中で景気は思わしくないのですが、ここ

では未来の画像技術を切り開く暑い熱

気と明るい未来を感じました。

ｄｒｕｐａ２０１２と画像工学同窓会

関西支部総会・懇親会

千葉大学旧印刷科の先生や学生の勉強会からスタートし、現在では千葉大
学工学部画像工学科の同窓生以外にも多くの参加者がある「CD勉強会」。
9月26日に、東京・青山の昭和情報機器で「データプリントの動向：DPS市場」

について勉強会を催しました。同社から、寡占化が進むDPS（データ・プリント・
サービス）市場や、漢字プリンタから始まり、最近はカラー化、インクジェット化が
進む技術の流れを聞きました。最近では、「ホワイトペーパー・ソリューション」とい
う言葉が流行りだそうで、要はあらかじめ共通部分を印刷された用紙に印字す
るのでなく、白紙から、すべての印刷面をPODで出力することを指すそうです。
当日は、他メーカーから数人まとまっての参加もありました。次回は、その他
メーカーの会場を借りて勉強会を予定しています。

2011年11月～2012年10月の間に、下記の皆様よりご寄付をいただきました。厚く御礼申し上げます。

【10口】
【9口】
【5口】

【4口】

【3口】
【2口】

【1口】

千葉大学 画像工学同窓会の関西支部

の総会・懇親会が7月7日、京都のロシア

レストラン「キエフ」で開

かれました。同店の経営

者が、研究生として広橋

研に所属していたことが

縁で、ここ数年、関西支

部の会合はこのレストラ

ンで行っています。

関西支部の予算は独

立採算制で、支出は大

半が通信費。収入は毎

年40～50人程度の会費や寄付で運営し

ています。中には、毎年沖縄から会費を

納入される方もいるそうです。

今年の総会・懇親会の出席者は12人と

少な目でしたが、その分、テーブルを囲んで

全員が和気あいあいと近況報告などを語

り合いました。大学からは小関健一先生が

、学部の卒業生は今は大半が大学院に

進学することや、工学部の校舎が老朽化

していること、高校生向けにオープンキャン

パスやサマースクールを行うこと、印刷実験

工場に今年新しいオンデマンド印刷機が

設置されたこと、大学の図書館が新しく立

て直されたことなどを報告されました。

昭和42年卒栃木旅行

千葉大学工学部印刷工学科昭和42年

卒のクラス会で、2012年5月10日に栃木

の蔵街並み旅行で集まりました。“かな半”

旅館に12名宿泊して、翌日はうずま川の

船観光やゴルフで楽しみました。また

毎年忘年会を小石川後楽園にて開催し

ています。

グラパックジャパン株式会社

代表取締役社長 湯本好英

CD勉強会、DPSを学ぶ

去る５月１９日に秋本さん（元DIC）のお

店であるオダワラコンフォートカフェを貸切

にしていただき、クラス会を行いました。午

後２時からの予定でしたが、３０分前には

多くの方が集まり歓談を始めていました。

前回参加できなかった千葉商工

会議所の大澤さん、キャノンの小

川さん、国立印刷局の田中廣さ

んをはじめH2Aロケット打ち上げ

成功直後のJAXAの福田さんな

ど、岡山、神戸、静岡、茨城、山梨

と遠方からも次々と集まり、笑い

の中でクラス会は進行しました。

角田研究室出身者の多くは、

新海さん（ジャパンタイムズ）の箱

根保養所へ宿泊移動の為、４時に中締め

をしましたが、多くは５時まで美味しい料理

とお酒で歓談をしました。あっという間の３

時間でした。また、来年も５月の第３土曜日

に、秋本さんのお店で再会する予定です。

　

（高橋隆）

印刷工学科73Tクラス会

● オダワラ・コンフォート・カフェ（秋本さんオーナー）
 〒250-0852 神奈川県小田原市栢山375-2 
 小田急線 栢山駅 徒歩3分　地図 http://rp.gnavi.co.jp/6308103/map/

■



井下広（S15）・根本鋭雄（S16）・原正美（S22）・江越壽雄（S22）・蛭海進（S22）・山根節雄（S23）・野原昭光（S23）・
奥貫信（S24） ・ 日高芳典（S24）・織間勇（S25）・飯田均（S25）・阿久津仁（S26）・安野惟夫（S26）・関根慶治郎（S26）・
久保走一（S26） ・ 原誠（S26）・笹本邦司（S26）・清水丈夫（S26）・倉持実（S26）・大熊満（S26）・野村蔚（S26）・
野本拓夫（S26）・廣瀬昌三（S26） ・ 荒川光男（S28）・接待健一（S28）・越野政雄（S29）・金子実（S29）・佐久間悌（S29）・
山本之彦（S29）・小松康世（S29） ・ 大久保周（S29）・竹原悟（S29）・木村敏男（S29）・吉田勝郎（S30）・国分安信（S30）・
山本芳孝（S30）・武田市太郎（S30） ・ 當麻守彦（S30）・横山弘（S31）・金子福松（S31）・山本芳正（S31）・鳥海（S31）・
楠本幸二（S31）・木下堯博（S31）・礒芳也（S31） ・ 奥田晃作（S32）・久野治（S32）・佐藤要助（S32）・設楽清（S32）・
大山稔（S32）・池田敏夫（S32）・鈴木章方（S32） ・ 蛯原富司也（S32）・影山雅英（S33）・勝田禎治（S33）・清時竹彦（S33）・
百瀬巖（S33）・平本泰章（S33）・安藤邦郎（S34） ・ 会田源吾（S34）・高橋恭介（S34）・小野正和（S34）・山田義彦（S35）・
小熊敬（S35）・茂垣克夫（S35）・林晃（S35）・鈴木和男（S35）・伊藤晴夫（S36）・岩田克彦（S36）・黒川静（S36）・
今城力夫（S36）・新井靖久（S36）・西邦夫（S36）・田邉功（S36）・内堀隆裕（S36）・安達昭三（S37）・河野功（S37）・
高橋通彦（S37）・今井幹雄（S37）・栗原清二（S38）・三村一俊（S38）・水野耕生（S38）・三浦英徳（S39）・上田頴人（S39）・
正田章（S39）・西山進（S39）・天野高男（S39）・渡辺惇（S39）・藤橋三千男（S39）・日比野繁雄（S39）・樋口宗治（S39）・
原忠義（S40）・原田澂（S40）・山崎孝（S41）・手塚辰保（S41）・森和郎（S41）・菅原大作（S41）・村越位光（S41）・
大谷照夫（S41）・地引勝（S41）・入山隆（S41）・丸山良克（S42）・諸岡征之（S42）・斉藤光範（S42）・柏原克昭（S42）・
白石琇朗（S42）・半田隆治（S42）・野中通敬（S42）・柳川明夫（S42）・伊東寛治（S43）・小田洋三（S43）・田口慎一（S43）・
柏倉良而（S43）・鈴木孝雄（S43）・龝谷久人（S43）・鎌形寿男（S44）・佐野和雄（S44）・小川梓（S44）・照井與泰（S44）・
青木隆男（S44）・中塚木代春（S44）・中島昭博（S44）・富山昌史（S44）・阿部敬一（S45）・犬養俊輔（S45）・斉藤延夫（S45）・
竹石清（S45）・井実勉（S46）・原口米夫（S46）・佐々木孝（S46）・春田昌宏（S46）・松林賢市（S46）・石田浩男（S46）・
白鳥真太郎（S46）・金子茂（S47）・高瀬喜久（S47）・山口収一（S47）・寺沢賢一（S47）・小出敏明（S47）・塚越初雄（S47）・
雄倉保嗣（S47）・鈴木明（S47）・伊東郁男（S48）・井手広司（S48）・佐藤晴邦（S48）・山田秀夫（S48）・船戸広義（S48）・
内田敏夫（S48）・和久田実（S48）・荒牧哲（S49）・勝間健一郎（S49）・山口茂樹（S50）・清水忠（S50）・前原東二（S50）・
足立純一（S50）・大橋康男（S50）・下川原厚男（S51）・甲斐健治（S51）・高野明（S51）・山高修一（S51）・秋葉斉（S51）・
新宮領慧（S51）・斉藤芳彦（S51）・川口匡（S51）・奥村信悟（S52）・斎藤進（S52）・植竹優一（S52）・中沢茂明（S52）・
田林勲（S52）・岡田茂（S53）・小田透（S53）・新井智（S53）・中村甚継（S53）・末光尚志（S53）・久保敬司（S54）・
芝木儀夫（S54）・福田信（S54）・仙波季長（S55）・渡辺幸保（S55）・島村秀樹（S55）・徳江雅宏（S55）・平賀祐二（S55）・
安斉孝之（S56）・井上充夫（S56）・多田尚弘（S56）・大塚武史（S56）・末光裕治（S56）・鈴木敦（S56）・井駒秀人（S57）・
今場正好（S57）・山田英治（S57）・前野誠一（S57）・大澤郁夫（S57）・斎藤了一（S58）・坂本敬亮（S58）・平野幸和（S58）・
鈴木英夫（S58）・菊井伸介（S59）・宮田弘幸（S59）・厚見透（S59）・斎藤圭介（S59）・小村博史（S59）・西川悟（S59）・
長浜孝信（S59）・長谷川隆史（S60）・熊代耕一（S61）・小倉正通（S61）・川堀昌樹（S62）・岩田耕平（S63）・大湊忠則（S63）・
平山巌（S63）・松浦孝夫（H1）・大森雅久（H1）・田村知久（H1）・喜多村淳（H2）・金盛正樹（H2）・中村幹（H2）・本多里志（H21）・
宮川哲明（H23）・仲原孝史（H23）・金盛恵子（H3）・八木俊治（H4）・佐藤直也（H7）・山本衛（H7）・宮脇修三（H8）・
金木真人（H8）・今泉大作（H8）・鈴木慎也（H8）・吉川和寿（H9）・玉井奈津子（H9）・上園哲司（H9）・岸本靖彦（H10）・
荒木祐一（H10）・青木功（H10）・菅原勝彦（H11）・渋谷岳人（H13）・川島雅樹（H13）・出水将樹（H14）・小平理（H15）・
渡邉直孝（H16）・吉田淳（H18）・高橋篤正（H18）・宇田川泰（H19）・遠藤寿（H19）・久保宏子（旧教職員）・小門宏（旧教職員）・
辻内順平（旧教職員）・馬場直志（旧教職員）・蜂屋弘之（旧教職員）
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「画像芸術に触れる交流会」の報告  
～画像工学同窓会見学会参加記～

■ 中瀬貴大
（1999年卒業 キヤノン）

9月11日、まだ暑さの残る中、同窓会開
催の見学会に向かいました。見学会参加
のきっかけは2008年のある日、上司に声を
かけられ、記念すべき第1回の見学会にア
テンド側として参加したことでした。第3回
にも（出席者側で）参加させていただき、今
回の第5回で3回目の出席となりました。
集合場所のDNP五反田ビルに到着し

たのは13時前。入口ではDNPの3文字が
逆転した画像工関係者なら「おっ」と思う
お洒落なオブジェが出迎えてくれました。
DNPに勤務する，同窓の斎藤先輩の概略
説明の後、見学へ。まずはソリューションス
クエア。AR（拡張現実）ではカメラにQR
コードなどのシンボルを映しこむと、カメラ
に映った現実空間に車などが合成されて
画面に表示されるデモを、また、電子透か
しでは普通に見える雑誌の表紙をカメラ
にかざすと情報が読み取れるデモをして
いただきました。ここでアテンドをして頂い
た女性の方はソリューション担当の方だっ
たと思うのですが、技術的に細かいことば
かりを質問する我々同窓のメンバーにも丁
寧に笑顔で対応していただきました。次は
同フロアのルーブルDNPミュージアムラボ
へ。ゴヤの「青い服の子供」を題材に、PC
ではなく実際のオブジェクトに触れることで
絵画の素材、経年変化を解説するシステ
ムや、180インチの超高精細スクリーンで
の説明、CGによる「青い服の子供」の背
景・持ち物・服の色を入れ替える画像合成
システムを見学しました。画像・絵画も単に
見るだけでなく、子供でも扱えるインター
フェース、それを支える最先端技術を通じ

て、より直観的に捉え、さらに使いこなす時
代に進んでいることを実感しました。
15時頃DNPを後にし、JRで恵比寿

ガーデンプレイス内にある東京都写真美
術館へ。山口さんの案内で荷物用エレ
ベータに乗って、通常では入れない美術
館のバックヤードへ潜入。ここでは写真
の保存や、額へセットする作業をされてい
ました。保存のため写真の間に挟む紙の
pHの管理をされていることや、額の保存
数などに驚きました。また、美術館のロ
ビーが暑いと思っていたら、省エネで電
力制限のある中、作品のあるスペースの
環境安定化に電力を優先しているとのこ
とでした。作品の保存に非常に気を遣っ
ていることを実感しました。次に「自然と
鉛筆」を見学しました。テーマ名である
「自然と鉛筆」は世界初の写真集とのこ
とで、6分冊すべて揃った貴重な１セット
が公開されていました。ここでの見学は、
画像工学同窓会・特別解説付きコースで
した。説明していただく言葉の中に出てく
るタルボット、カロタイプなどに懐かしさ
を感じながら（必死に思い出しながら）見
学しました。リアリズムを求めて技法が生

まれる一方で、その技法を用いた新たな
表現方法が生まれる流れを、作品を通じ
て見ることができました。私にとって、
「画像」とはどうあるべきかを考えさせて
くれる貴重な講義となりました。
17時頃には集中講義も終わり、気がつ

けば久しぶりの立ちっぱなしでやや腰が
痛くなり始めたころ、最後のイベントとな
る懇親会の会場へ移動しました。
先輩、大先輩の方々から色々なお話を

うかがっていたところ、学生さんではない
若い方を発見。聞いてみたらなんと平井
先生とのこと。画像工も先輩方はもちろ
ん、若い方も活躍されていることに改めて
感心させられました。
今回の見学会は、午後開催、徒歩移

動、芸術との交流、と従来と雰囲気も異な
り新鮮でした。開催・説明にご尽力くださ
いました関係者の皆様に感謝いたしま
す。ありがとうございました。
また、本稿を読まれてまだ見学会に参加

されていない方（特に若い方）、通常では見
られないようなところを経験できる良い機会
だと思います。一度、参加してみてはいかが
でしょうか？懐かしい方にも会えるかも。

6

画像工学同窓会 総会・懇親会・技術講演会のお知らせ画像工学同窓会 総会・懇親会・技術講演会のお知らせ

第５回情報画像産学技術交流会開催のお知らせ第５回情報画像産学技術交流会開催のお知らせ

●サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
 〒170-8630 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号　 交通：池袋駅東口から徒歩8分 東池袋駅（地下鉄有楽町線）2番出口から徒歩3分
 http://www.sunshinecity.co.jp/information/access.html

画像工学同窓会第13回技術講演会 第16回定期総会 懇親会

■  2012年度事業報告（2012年1月1日～2012年12月31日）

2月10日（金）
幹事会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第15回定時総会・懇親会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第12回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
「印刷会社と震災復興」佐久間信幸氏（株式会社日進堂印刷所社長）
「黒白映画からカラーを蘇らせる ～モノクロ画像とカラー画像
の世界～」堀内隆彦氏（千葉大学大学院融合科学研究科准教授）
3月23日（金）
画像科学科 卒業生を励ます会（けやき会館コルザ）：山高会長、
平賀幹事 参加
情報画像学科 卒業祝賀会（京成ホテル ミラマーレ）
7月2日（月）
幹事会（東京都中央区、八丁堀ハイテクセンター）
7月7日（土）
関西支部総会・懇親会（京都・キエフ）：小関副幹事長、中村
幹事 参加
9月11日（火）
同窓生と学生による画像関連見学会：参加者30人
【ルーヴル-DNPミュージアムラボ、東京都写真美術館】
11月15日（木）
幹事会（東京都中央区、八丁堀ハイテクセンター）
12月下旬
会報15号の発行 同窓生の寄付により、引き続き『印刷雑誌』
へ同窓会情報発信の掲載を同窓会事業として継続

1.

2.

3.

4.

5．

6．

7．

■  2013年度事業計画案（2013年1月1日～2013年12月31日）

2月6日（水）
幹事会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第16回定時総会・懇親会（池袋サンシャインシティ文化会館）
第13回技術講演会（池袋サンシャインシティ文化会館）
3月8日（金）
第5回情報画像産学技術交流会（千葉大学自然科学系総合研究棟1）
3月22日（金）
画像科学科・卒業生を励ます会／情報画像学科・卒業祝賀会
6月頃
幹事会
7月
関西支部総会・懇親会（京都・キエフ）
9月頃
同窓生と学生による画像関連工場・研究所見学
10月前半
幹事会
12月下旬
会報16号の発行 同窓生の寄付により、引き続き『印刷雑誌』
へ同窓会情報発信の掲載を同窓会事業として継続

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

同 窓 会 か ら の お 知 ら せ

年会費納入のお願い。m(. . )m

　会報発行などの同窓会の活動運営は、主に会員の
皆様からの年会費でまかなわれております。正会員
の皆様には、同封の振込用紙にて年会費（1,000円）
をご納入下さいますよう、お願い申し上げます。
　尚、情報画像工学科の卒業生の皆様には、在学時
の所属コース、研究室にかかわらず、全員にお送りい
たしておりますので、ご了承ください。

来る2013年3月8日に『第５回情報画像産学技
術交流会』（会場：自然科学系総合研究棟1・大会
議室）を開催いたします。画像科学科・情報画像
学科、各研究室における教育研究内容の発表等
を通して両学科の現状をお伝えしますと同時に、
産業界からの社会的ご要望等、忌憚のないご意見
をお聞かせ頂ければ幸いです。卒業生の皆様方の
ご参加を心よりお待ち申し上げます。なお、詳細は
順次、ホームページでご案内させて頂きます。

■ 画像科学科：http://www.tp.chiba-u.jp
■ 情報画像学科：http://www.tj.chiba-u.jp

17：00～17：30

2012年度事業報告、会計報告
2013年度事業計画、予算案

時　間
参加費
講演者

：
：
：

15：30～17：00
無料
未定 （詳細はWebページをご覧下さい。）

時　間

議　題

：
：

時　間

参加費

：
：
17：30～19：30

7,000円
※当日お支払い下さい。

日にち：2013年2月6日（水）　 場所：サンシャインシティ文化会館 会議室

　2013年度の定時総会および懇親会を下記のように開催致
します。今回も昨年度と同様に多くの方に参加頂けるよう
PAGE2013の開催と合わせて開催致します。是非、皆様お
誘い合わせの上、ご出席下さいますようご案内申し上げ

ます。また今年度も技術講演会の開催を予定しております。
機材展に参加と同時に技術講演会にも参加下さいますよ
う、ご案内申し上げます。なお、ご参加の有無を同封の振込
み用紙にご記入の上ご送付下さい。

2012年9月11日

※ 出席される方は、同封の振込み用紙の出欠欄にご記入の上、1月25日（金）までに到着するようにお申込み下さい。




