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日本色彩学会第 49 回全国大会[大阪]’18 ご案内
第 49 回全国大会実行委員長

酒井 英樹 （ 大阪市立大学 ）

日本色彩学会第 49 回全国大会を，2018 年（平成 30 年）6 月 2 日，3 日に大阪市立大学（杉本キャンパス）で開催い
たします．学会創設 70 周年を迎える今大会では，通常の研究・作品発表はもちろんのこと，特別企画として北岡明
佳氏（立命館大学教授）に「2 つの視覚的文法から見た色の知覚の再検討」と題した最新の錯視デザイン研究につい
てご講演いただき，さらに，記念シンポジウムとして名取和幸氏（日本色彩研究所シニアリサーチャー）司会のも
と，各方面で活躍されている方々をパネリストとしてお迎えして「色彩の未来」について語
り合うなど，記念大会にふさわしいプログラムを用意しております．また，大会前日の 6 月
1 日には，関西支部主催プレイベント，あべのハルカス美術館館長の浅野秀剛氏による浮世
絵に関する講演を予定しております（本号 p11 参照）．
恒例の色彩展示会（企業展示）も行います．期間中，色彩教材やツール，色彩関連の最新
の機器類などを多くの企業に実演展示していただいております．ぜひこの機会をご利用い
ただき，今後の研究，教育活動にお役立てください．なお，参加者には，記念品として，北
岡明佳氏の錯視デザインが入ったカンファレンスバッグ（写真）をお渡しします．多くの方
の参加を心よりお待ち申し上げます．
■開催概要
大会に関する情報は，学会ホームページの大会専用サイトにて，お知らせして参ります．以下の URL にて最新情
報をご確認ください．
（大会 HP http://www.color-science.jp/zenkoku2018/index.html）
会
会

期
場

2018 年（平成 30 年）6 月 2 日（土）〜 3 日（日）
大阪市立大学杉本キャンパス内 学術情報総合センター
（〒 558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138）
アクセス JR 阪和線「杉本町駅」東口より徒歩数分，又は，
地下鉄御堂筋線「あびこ駅」4 号出口より南西へ
徒歩約 15 分

交通案内
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/university/access#sugimoto

■参 加費 参加費は右表の通りです．事前登録されていない方
は，当日受付にて申し受けます．
 ･名誉会員は大会にご招待いたします．交流会ご参加のみ交流会
費を申し受けます．
 ･総会・式典のみへの出席で来場される場合は，その旨を受付に
お申し出ください．大会への参加登録は不要です．
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会員種別
正会員・賛助会員
学生会員
非会員（一般）
非会員（学生）

参加費
6,000 円
3,000 円
9,000 円
4,000 円

交流会費
5,000 円
4,000 円
6,000 円
4,000 円
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■開催行事
・総会（2 日），式典（3 日）
・特別企画：学会創設 70 周年記念講演＆シンポジウム（2 日）
，参加記念品配布，ポスター展示
・一般発表：研究発表，カラーデザイン作品発表（発表形式：口頭又はポスター）
・併設行事：色彩展示会，交流会（2 日夜）
■会場配置図
・両日とも，９：00 から 10：00 までは西側通用口から入場ください（10：00 以降は正面及び南北扉から入場）
．
・建物内では，ペットボトル飲料以外の飲食はできません（カップ入り飲料などは持ち込めません）
．
・建物内はすべて禁煙です．
・交流会会場は，田中記念会館（別の建物）で行います．
・クールビズ期間中のため，体温調節のしやすい服装でお越しください．

学術情報総合センター

■日本色彩学会第 49 回全国大会組織
大 会 長：髙橋晋也（本学会会長）
実行委員長：酒井英樹
副 委 員 長：片山一郎
実 行 委 員：安藤伯子，河本健一郎，神農悠聖，須長正治，高田瑠美子，土居元紀，名取和幸，西省吾，松田博子，
下川美知瑠（70 周年記念企画），岡嶋克典（国際セッション）
，八木橋生輔（事務局）
大会事務局

〒 161-0033 東京都新宿区下落合 3-17-42 日本色彩学会第 49 回全国大会事務局
Tel & Fax : 03-3565-7716 e-mail : office@color-science.jp（担当：八木橋）
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日本色彩学会

第 49 回全国大会タイムテーブル

6 月２日（土）
9:00
9:45

A会場
B会場
ポスター発表 / 企業展示会場
（１階 文化交流室）
（10階 大会議室)
（10階 研究者交流室)
9:00 受付開始 （１階 文化交流室前，及び，10階 大会議室前）
総会 9:45-10:45

10:45
11:00
12:00

開会挨拶 10:55
口頭発表1B ４件 11:00-12:00
色彩情報

口頭発表1A ４件 11:00-12:00
色覚・応用

企業プレゼンテーション 12:00-12:45

12:45
13:45
14:45
15:00

口頭発表2A ４件 13:45-14:45
色覚・応用

口頭発表2B ４件 13:45-14:45
色彩心理

ポスターショートプレゼンテーション
P1A ７件 14:45-15:00

ポスターショートプレゼンテーション
P1B ６件・P1D １件 14:45-15:00

ポスター展示
企業展示

ポスター発表 15:00-16:00
P1A・P1B・P1D

16:00

特別企画 基調講演 16:00-16:40
北岡明佳氏

16:40
16:50

（ポスター撤去）

特別企画 シンポジウム 16:50-18:10
「Future of Color Design」
（交流会会場へ移動）
交流会（田中記念会館・ホワイエ） 18:30-20:50

18:10
18:30
21:00

6 月３日（日）
9:00
9:45
10:30
11:15
11:30

A会場
B会場
ポスター発表 / 企業展示会場
（１階 文化交流室）
（10階 大会議室)
（10階 研究者交流室)
9:00 受付開始 （１階 文化交流室前，及び，10階 大会議室前）
口頭発表３A前半 3件 9:45-10:30
口頭発表３B前半 3件 9:45-10:30
食品と色彩
色彩文化
ポスター展示
口頭発表３A後半 3件 10:30-11:15
口頭発表３B後半 3件 10:30-11:15
International Session 1
色彩文化・芸術
企業展示
ポスターショートプレゼンテーション
ポスターショートプレゼンテーション
P2A ７件 11:15-11:30
P2B ６件・P2D １件 11:15-11:30
ポスター発表 11:30-12:30
P2A・P2B・P2D

12:30
13:30
14:15
14:30
15:15
15:45
16:00
17:00

口頭発表4A 3件 13:30-14:15
色覚 / International Session 2

口頭発表4B 3件 13:30-14:15
色彩文化

口頭発表5A前半 3件 14:30-15:15
International Session 3
口頭発表5A後半 2件 15:15-15:45
色覚・情報

口頭発表5B 5件 14:30-15:45
景観色彩

ポスター展示
企業展示

（ポスター撤去）
式典 16:00-17:00
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６月２日（土）Ａ会場（１階文化交流室）
口頭発表 1A 色覚•応用（₁₁：₀₀～₁₂：₀₀）
1Ａ︲1 シーンから得られる複数の統計的特徴を用いた色補正を行った人物追跡 辻本晃大（大阪電気通信大学），土居元紀
1Ａ︲₂ 自然昼光下と人工光源下における実物体の色の見え

園田倖太（千葉大学）
，溝上陽子
菱川優介（九州大学大学院）
，
1Ａ︲₃ S 錐体刺激値を手がかりとした視覚探索能への色カテゴリの影響
桂重仁，須長正治
審美歯科修復における光学的シミュレーション解析 - 第 4 報 シミュ 天羽康介（大阪大学大学院）
，
1Ａ︲₄ レーション結果と実測との比較 若林一道，酒井英樹，木林博之，
中村隆志，矢谷博文

口頭発表 2A 色覚•応用（₁₃：4₅～₁4：4₅）
中村巧（千葉大学大学院）
，
平井経太，堀内隆彦
白澤裕喜（千葉大学大学院）
，
₂Ａ︲₂ 分光プロジェクションマッピングによる肌の見かけの操作
平井経太，堀内隆彦
₂Ａ︲₃ 彩度・明度コントラスト変調による画像の自然さが彩度順応に与える影響 益満大志（千葉大学大学院），溝上陽子

₂Ａ︲1 光沢感と金属感に関する CG と効果音のクロスモーダル質感モデル

₂Ａ︲₄ プロジェクタ・カメラシステムによる物体表面分光反射率推定

丸山大尭（立命館大学大学院），篠田博之

P1A ポスターショートプレゼンテーション（₁4：4₅～₁₅：₀₀）
Ｐ1Ａ︲1 呈示時間が異なる色刺激に対する異常３色覚の色名応答
Ｐ1Ａ︲₂ ２色覚の混同色の黄青 －明度平面への色カテゴリマッピング
Ｐ1Ａ︲₃

桂重仁（九州大学大学院）
，須長正治
城戸今日子（九州大学大学院）
，
桂重仁，須長正治

薄明視における照度レベル・視対象の大きさ・観察時間が色認識へ及
橋本愛理（立命館大学大学院），篠田博之
ぼす影響

Ｐ1Ａ︲₄ 色調変化により劣化したディスプレイイメージの画質評価

小坂晏子（立命館大学大学院），篠田博之
伊藤隼（立命館大学大学院），
Ｐ1Ａ︲₅ ディスプレイを用いた有窓室空間の測定
嶋田友梨，篠田博之
Ｐ1Ａ︲₆ デジタルカメラを用いたディスプレイの分光キャリブレーション手法の開発 鉄尾隆太（立命館大学大学院），篠田博之
Ｐ1Ａ︲₇

ドーム型照明を用いた非接触式測色システムによる蒸し饅頭の色彩評 山本裕之（大阪市立大学大学院）， 酒井英樹，
北村祥太，高山正宏，伊與田浩志
価：蒸し条件の影響

６月２日（土）Ｂ会場（10 階大会議室）
口頭発表 1B 色彩情報 （₁₁：₀₀ ～ ₁₂：₀₀）
1Ｂ︲1 ディスプレイと映り込みの空間周波数特性が視認性に与える影響

野添佑揮（立命館大学大学院），篠田博之

1Ｂ︲₂ デジタルカメラを用いた光学媒体の変調伝達関数（MTF）の計測

山内優希（立命館大学大学院），篠田博之
高松操（株式会社分光応用技術研究所），
1Ｂ︲₃ 空間分解分光（SRS）法を用いた肌の透明度測定装置の開発
松本和二
再帰的２分割による任意波長を持つ階段関数系による絵画画像の色彩 室屋泰三（国立新美術館）
1Ｂ︲₄
変化の計量の試み

企業ショートプレゼンテーション（₁₂：₀₀ ～ ₁₂：4₅）
口頭発表 2B 色彩心理（₁₃：4₅～₁4：4₅）
色彩による誘目性の定量化に関する研究 ～離角及び色の三属性の差と 高田瑠美子（女子美術大学大学院）
，
₂Ｂ︲1
原直也
誘目性との関係～
岡千晶（早稲田大学）
，
₂Ｂ︲₂ 単色と配色から想起される基本味の検討
若田忠之，齋藤美穂
若田忠之（早稲田大学）
，
₂Ｂ︲₃ 色，香り，音楽に共通する印象次元の検討 2
森谷春香，齋藤美穂
中移絵美（早稲田大学大学院）
，
₂Ｂ︲₄ 調性とテンポの異なる楽曲における単語と色の組み合わせの検討
若田忠之，齋藤美穂
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６月２日（土）Ｂ会場（10 階大会議室）
P1B •P1D ポスターショートプレゼンテーション（₁4：4₅～₁₅：₀₀）
Ｐ1Ｂ︲1 NCS 色空間におけるファッションを想定した配色調和の分析
Ｐ1Ｂ︲₂ リビング照明の色度が室内印象に及ぼす影響
Ｐ1Ｂ︲₃ 光沢布地の色の見えと質感印象に対する彩度と明度の影響
Ｐ1Ｂ︲₄ 顔の肌色印象に対するスカーフ色の影響
Ｐ1Ｂ︲₅ LED 照明の光色変化による心理的影響と体感温度の変化
Ｐ1Ｂ︲₆ 色彩を用いた香り表現の検討～ Aroma Rainbow® の開発と応用～
Ｐ1Ｄ︲1 新しい動く錯視図形の提案

丸山眞澄（金城学院大学）
，平林由果，
乾宏子，市場丈規
渡邊直人（山形大学大学院）
，
田代知範，永井岳大，山内泰樹
何水蘭（女子美術大学大学院）
，
中島由貴，渕田隆義
中島由貴（女子美術大学大学院）
，
何水蘭，渕田隆義
三栖貴行（神奈川工科大学）
，
小田原健雄，渡部智樹，一色正男
野尻健介（長谷川香料株式会社）
，
銭夢寧，中村充志，中村明朗，
中村哲也，斉藤司
藤原功基（大阪産業大学）
，松田博子，
北岡明佳

70 周年特別企画「FutureofColorDesign」（₁₆：₀₀ ～ ₁₈：₁₀）
第１部 基調講演「２つの視覚的文法から見た色の知覚の再検討」
（₁₆：₀₀ ～ ₁₆：₄₀）
北岡明佳 氏（立命館大学教授）
第２部 記念シンポジウム（₁₆：₅₀ ～ ₁₈：₁₀）

＊様々な分野で活躍するパネラーが「色彩の未来」を語ります．

司会

名取和幸 氏（一般財団法人日本色彩研究所）
大島登志一 氏（立命館大学映像学部教授）
大澤かほる氏（一般社団法人日本流行色協会クリエイティブディレクター /ジェネラルマネージャー）
生田英輔 氏（大阪市立大学生活科学部准教授）

６月３日（日）Ａ会場（１階文化交流室）
口頭発表 3A前半 食品と色彩（9：4₅～₁₀：₃₀） / 後半 International Session 1（₁₀：₃₀～₁₁：₁₅）
₃Ａ︲1 食品の光沢度分布測定とおいしさ感評価
₃Ａ︲₂

水蒸気高度利用のための加熱試験装置の開発：高温中での食品色変化
モニタリング

₃Ａ︲₃ タイハーブティーの水色の測定
₃Ａ︲₄

Rice color preferred by Thai elderly people

Indicator Ink Checkable for Security Printing and Packaging
₃Ａ︲₅ Application

₃Ａ︲₆

Effects of UVA-light on Color Transition of Anthocyanin and
Curcumin Dyes and Possible Application of Light-Activated Oxygen
Indicator in Food Package
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磯見麻衣（大阪市立大学大学院）
，
酒井英樹，伊與田浩志
棚田優祐（大阪市立大学大学院）
，
福地航平，伊與田浩志，酒井英樹
牧野暁世（鹿児島大学産学・地域共
創センター）
Supannika Yongsue︵Rajamangala
University of Technology Thanyaburi），
Chanprapha Phuangsuwan
Surachai Khankaew︵Rajamangala
University of Technology Thanyaburi），
Chanprapha Phuangsuwan
Kanpicha Suwannawatanamatee
︵Rajamangala University of Technology
Thanyaburi）， Surachai Khankaew,
Chanprapha Phuangsuwan
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６月３日（日）Ａ会場（１階文化交流室）
P2A ポスターショートプレゼンテーション ⁄ International Session（₁₁：₁₅～₁₁：₃₀）
Kamron Yongsue（Rajamangala University
of Technology Thanyaburi），
Chanprapha Phuangsuwan
Paninee Boonlert（Rajamangala University
Ｐ₂Ａ︲₂ Color Veriﬁcation in News Programs of Radio Broadcasting
of Technology Thanyaburi），
Chanprapha Phuangsuwan
Ｐ₂Ａ︲₃ 散乱光の影響による視認性低下に着目した白内障進行度合いの定量測定 礒井航（立命館大学大学院），篠田博之

Ｐ₂Ａ︲1 The color and form of waterlily that affect consumers' preferences

Ｐ₂Ａ︲₄ 照明と物体に対する熟知性が色の見えに及ぼす効果

舟木智洋（千葉大学大学院），溝上陽子

Ｐ₂Ａ︲₅ 自然画像における刺激の複雑さが色域拡大効果に与える影響

三上大河（千葉大学大学院），溝上陽子

吉村由利香（大阪産業技術研究所）
，
大江猛
冨田圭子（近畿大学）
，河野隼征，
コンビニ弁当のパッケージ色が喫食者の心理に及ぼす影響 ～ 橙・赤・
Ｐ₂Ａ︲₇
藤田未羽，文岩静香，槇原咲貴，
緑・青および無彩色の場合～
安岡美総

Ｐ₂Ａ︲₆ 疑似白色 LED の光源スペクトルと物体色の色彩

口頭発表 4A 色覚 / International Session 2 （₁₃：₃₀～₁4：₁₅）
A Broken Color Additivity Rule of Human Color Vision
₄Ａ︲1
（人間の色覚の時間領域相加性が壊れている）

施霖（昆明理工大学）

Chanprapha Phuangsuwan（Color Research
Center, Rajamangala University Technology
Thanyaburi），Mitsuo Ikeda
Phubet Chitapanya（Rajamangala
Comparison of the simultaneous color contrast determined by colored
University Technology Thanyaburi︶,
₄Ａ︲₃
paper and colored illumination
Mitsuo Ikeda, Chanprapha Phuangsuan
₄Ａ︲₂ Simultaneous color contrast demonstrated on different devices

口頭発表 5A前半 International Session 3 （₁4：₃₀～₁₅：₁₅） / 後半 色覚・情報（₁₅：₁₅～₁₅：4₅）
Mitsuo Ikeda︵Rajamangala University
Technology Thanyaburi︶,
Chanprapha Phuangsuwan
Nischanade Panitanang（Rajamangala
University Technology Thanyaburi︶,
Color appearance of objects under vivid colored LED lights
Mitsuo Ikeda,
Chanprapha Phuangsuwan
Tomonori Tashiro︵Yamagata University︶,
Relationship Between the Brightness Perception and Macular
Ryoosuke Sato, Takehiro Nagai,
Pigment Density
Yasuki Yamauchi
，永井岳大，
齋藤隆介（山形大学大学院）
L/M 錐体数比と輝度検出特性の関連性 - 交照法による間接的検討 山内泰樹，田代智範，内川恵二
，村松慶一，
梯絵利奈（千葉大学大学院）
階層的クラスター分析を用いたアゲハチョウ科の蝶の色彩分析
崔庭端，日比野治雄

₅Ａ︲1 Simultaneous color contrast in afterimage

₅Ａ︲₂

₅Ａ︲₃
₅Ａ︲₄
₅Ａ︲₅

６月３日（日）Ｂ会場（10 階大会議室）
口頭発表 3B前半 色彩文化（9：4₅～₁₀：₃₀） / 後半 色彩文化・芸術（₁₀:₃₀～₁₁：₁₅）
₃Ｂ︲1 中国色譜の成立背景およびロシア・ボンダルツェフ色譜との対比

木本晴夫（名古屋市立大学）

₃Ｂ︲₂ ブリティッシュカラーカウンシル公認のイギリス伝統色

日髙杏子（芝浦工業大学）

₃Ｂ︲₃ 中国ミャオ族伝統色のシンボル学研究

鄭暁紅（中国人民大学）

日本文化と中国文化における鬼を表す色－和文化の基底に見られる陰 吉村耕治（関西外国語大学）
，
₃Ｂ︲₄
陽五行説－
山田有子
₃Ｂ︲₅ ゲーテの色覚異常観察法
馬場靖人（早稲田大学）
₃Ｂ︲₆

在日中国人留学生における女性のチークメイクに対する印象評価の検討
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６月３日（日）Ｂ会場（10 階大会議室）
P2B・P2D ポスターショートプレゼンテーション（₁₁：₁₅～₁₁：₃₀）
Ｐ₂Ｂ︲1「わくわく」感を色彩で表現する事に対する研究
Ｐ₂Ｂ︲₂
Ｐ₂Ｂ︲₃
Ｐ₂Ｂ︲₄
Ｐ₂Ｂ︲₅

裵湖珠（信州大学大学院）
早川照美（くらしの色彩研究会）
，
背景色が肌の色の見えに及ぼす影響Ⅲ
乾宏子，丸山眞澄，市場丈規
アクティブラーニングを支援する色彩ワークブックの提案
山下明美（岡山県立大学）
，山本希恵
松田博子（カラーコンサルタントスタジオ），
作業時の心理評価に及ぼす色彩環境の影響－高齢者と若年者との比較－
名取和幸，破田野智美
キャンセル

Ｐ₂Ｂ︲₆ 広色域ディスプレイにおける異常３色覚の色の見え
Ｐ₂Ｄ︲1「スチームパンク」のカラーデザイン分析

口頭発表

4B 色彩文化（₁₃：₃₀ ～ ₁4：₁₅)

ディスプレイの図と地の配色における感性と視認性に関する世代差と
₄Ｂ︲1
地域差
₄Ｂ︲₂ 日本近代における色彩の教育の諸相
抽象的な色彩嗜好とプロダクトの色彩嗜好 －日本・韓国・台湾の評
₄Ｂ︲₃
価比較－

口頭発表

須長正治（九州大学大学院）
，桂重仁，
矢口博久
江良智美（帝京平成大学）

馬君（大阪市立大学大学院）
，岡田明，
山下久仁子，酒井英樹
國本学史（慶應義塾大学）
槙究（実践女子大学）
，関根みのり

5B 景観色彩（₁4：₃₀ ～ ₁₅：4₅）

ワークショップによる「まちの色彩」の把握手法－ 2013 ～ 2016 台東区
₅Ｂ︲1
杉山朗子（日本カラーデザイン研究所）
の事例より
₅Ｂ︲₂ 商業地における街路景観色彩のまとまり度の変動
近藤桂司（福山市立大学）
風土に根ざしたまちづくりに関する研究―設計者が考える「魅力的な
高山美幸（エスケー化研株式会社）
₅Ｂ︲₃
まち並み要素と色材要素」に関するアンケート調査
成田イクコ（有限会社センスアップ・プラ
₅Ｂ︲₄ 良好な色彩景観形成と景観計画の関係
ンニング）
景観計画におけるマンセル値を用いた色彩制限の研究 ～全国 274 市町
₅Ｂ︲₅
加藤美子（啓新高等学校）
村の景観計画を対象として～

ポスター発表会場（10 階 研究者交流室）
P1A

6月2日(土)（₁₅：₀₀～₁₆：₀₀）

Ｐ1Ａ︲1 呈示時間が異なる色刺激に対する異常３色覚の色名応答
Ｐ1Ａ︲₂ ２色覚の混同色の黄青 －明度平面への色カテゴリマッピング
Ｐ1Ａ︲₃

桂重仁（九州大学大学院）
，須長正治
城戸今日子（九州大学大学院）
，
桂重仁，須長正治

薄明視における照度レベル・視対象の大きさ・観察時間が色認識へ及
橋本愛理（立命館大学大学院），篠田博之
ぼす影響

Ｐ1Ａ︲₄ 色調変化により劣化したディスプレイイメージの画質評価

小坂晏子（立命館大学大学院），篠田博之
伊藤隼（立命館大学大学院），
Ｐ1Ａ︲₅ ディスプレイを用いた有窓室空間の測定
嶋田友梨，篠田博之
Ｐ1Ａ︲₆ デジタルカメラを用いたディスプレイの分光キャリブレーション手法の開発 鉄尾隆太（立命館大学大学院），篠田博之
Ｐ1Ａ︲₇

ドーム型照明を用いた非接触式測色システムによる蒸し饅頭の色彩評 山本裕之（大阪市立大学大学院）， 酒井英樹，
北村祥太，高山正宏，伊與田浩志
価：蒸し条件の影響
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P1B •P1D

6月2日(土) （₁₅：₀₀～₁₆：₀₀）

Ｐ1Ｂ︲1 NCS 色空間におけるファッションを想定した配色調和の分析
Ｐ1Ｂ︲₂ リビング照明の色度が室内印象に及ぼす影響
Ｐ1Ｂ︲₃ 光沢布地の色の見えと質感印象に対する彩度と明度の影響
Ｐ1Ｂ︲₄ 顔の肌色印象に対するスカーフ色の影響
Ｐ1Ｂ︲₅ LED 照明の光色変化による心理的影響と体感温度の変化
Ｐ1Ｂ︲₆ 色彩を用いた香り表現の検討～ Aroma Rainbow® の開発と応用～
Ｐ1Ｄ︲1 新しい動く錯視図形の提案

丸山眞澄（金城学院大学）
，平林由果，
乾宏子，市場丈規
渡邊直人（山形大学大学院）
，
田代知範，永井岳大，山内泰樹
何水蘭（女子美術大学大学院）
，
中島由貴，渕田隆義
中島由貴（女子美術大学大学院）
，
何水蘭，渕田隆義
三栖貴行（神奈川工科大学）
，
小田原健雄，渡部智樹，一色正男
野尻健介（長谷川香料株式会社）
，
銭夢寧，中村充志，中村明朗，
中村哲也，斉藤司
藤原功基（大阪産業大学）
，松田博子，
北岡明佳

P2A 6月3日(日)（₁₁：₃₀～₁₂：₃₀）
Kamron Yongsue（Rajamangala University
of Technology Thanyaburi），
Chanprapha Phuangsuwan
Paninee Boonlert（Rajamangala University
Ｐ₂Ａ︲₂ Color Veriﬁcation in News Programs of Radio Broadcasting
of Technology Thanyaburi），
Chanprapha Phuangsuwan
Ｐ₂Ａ︲₃ 散乱光の影響による視認性低下に着目した白内障進行度合いの定量測定 礒井航（立命館大学大学院），篠田博之

Ｐ₂Ａ︲1 The color and form of waterlily that affect consumers' preferences

Ｐ₂Ａ︲₄ 照明と物体に対する熟知性が色の見えに及ぼす効果

舟木智洋（千葉大学大学院），溝上陽子

Ｐ₂Ａ︲₅ 自然画像における刺激の複雑さが色域拡大効果に与える影響

三上大河（千葉大学大学院），溝上陽子

吉村由利香（大阪産業技術研究所）
，
大江猛
冨田圭子（近畿大学）
，河野隼征，
コンビニ弁当のパッケージ色が喫食者の心理に及ぼす影響 ～ 橙・赤・
Ｐ₂Ａ︲₇
藤田未羽，文岩静香，槇原咲貴，
緑・青および無彩色の場合～
安岡美総

Ｐ₂Ａ︲₆ 疑似白色 LED の光源スペクトルと物体色の色彩

P2B･P2D ６月3日（日）（₁₁：₃₀～₁₂：₃₀）
Ｐ₂Ｂ︲1「わくわく」感を色彩で表現する事に対する研究

裵湖珠（信州大学大学院）

早川照美（くらしの色彩研究会）
，
乾宏子，丸山眞澄，市場丈規
Ｐ₂Ｂ︲₃ アクティブラーニングを支援する色彩ワークブックの提案
山下明美（岡山県立大学）
，山本希恵
松田博子（カラーコンサルタントスタジオ），
Ｐ₂Ｂ︲₄ 作業時の心理評価に及ぼす色彩環境の影響－高齢者と若年者との比較－
名取和幸，破田野智美
Ｐ₂Ｂ︲₅ キャンセル
Ｐ₂Ｂ︲₂ 背景色が肌の色の見えに及ぼす影響Ⅲ

Ｐ₂Ｂ︲₆ 広色域ディスプレイにおける異常３色覚の色の見え
Ｐ₂Ｄ︲1「スチームパンク」のカラーデザイン分析

須長正治（九州大学大学院）
，桂重仁，
矢口博久
江良智美（帝京平成大学）

■色彩展示会（企業展示および企業プレゼンテーション）
●下記 10 社から製品展示と展示内容のご紹介をしていただきます．
期 間：2018 年（平成 30 年）6 月 2 日（土）〜 3 日（日）
場 所：学術情報総合センター 10 階 研究者交流室内（エレベータ裏）
●企業プレゼンテーション 希望される出展社から出展製品の紹介等があります．
日 時：2018 年（平成 30 年）6 月 2 日（土）12:00 ～ 12:45
会 場：B 会場（学術情報総合センター 10 階 大会議室）
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●出展企業・内容（50 音順，出展内容は変更される場合があります）
＊旭光通商株式会社
可変式 LED 光源 RS-7，マルチ分光放射輝度計 PR-745
＊ケイエルブイ株式会社
波長可変 LED 光源，分光照度計，ハイパースペクトルカメラ
＊コニカミノルタジャパン株式会社
分光測色計，アピアランスアナライザー，光沢計，色彩輝度計，分光放射照度計
＊サイバネットシステム株式会社
照明設計解析ソフトウェア LightTools，小型散乱計測器 Mini-Diff V2，表面反射アナライザー RA-532H
＊株式会社セルシステム
LED チューナブル光源 Iris
＊株式会社トプコンテクノハウス
光計測機器（2D 分光放射計，分光照度計）
＊ナモト貿易株式会社
LEDCube 照明環境シミュレート光源
＊日本色研事業株式会社
ノートパソコンでのデジタル教材紹介他，色彩教材，教具
＊日本電色工業株式会社
分光色差計，ハンディー型色差計，表面反射アナライザー
＊株式会社分光応用技術研究所
分光イメージングカメラ，分光イメージングユニット，SRS（空間分解分光法）装置，その他

■発表者へのご案内
●口頭発表
⃝発表時間は，１件につき，発表 12 分，質疑応答 3 分の計 15 分です．発表開始 10 分で 1 鈴，12 分で 2 鈴の合図を出
しますので，2 鈴後は速やかに発表を終了してください．過度に超過した場合は，強制的に終了させていただき
ます．
⃝コンピュータの立ち上げや接続作業などに掛かる時間も発表時間に含まれます．機器トラブルがあっても発表
時間の延長は致しませんので，事前（休憩時間など）に機器の接続をご確認ください．
⃝発表会場は A 会場（1 階），B 会場（10 階）の２箇所ございます．発表セッション前に，座長，又は，会場担当者が
発表者を点呼しますので，セッション開始の 10 分前を目安に，会場にお入りください．
⃝ PC プロジェクタは VGA 接続です．必要に応じて変換ケーブルをご準備ください．
●ポスター発表
⃝ポスター発表は，2 分のショートプレゼンテーション（A 会場，又は，B 会場），及び，1 時間のポスター発表（10
階ポスター会場）がございます．プログラムをご覧いただき，発表の時間と会場をご確認ください．
◆ショートプレゼンテーション
⃝発表概要のプレゼンテーションを 1 件あたり 2 分で行います．質疑応答はございません．2 分には交代時間も
含まれます．
⃝発表時間が 2 分を過ぎた場合は，強制的に終了させていただきます．
⃝発表は，会場に備え付けの Windows PC（PowerPoint, Acrobat Reader）で行っていただきます．
発表のスライドデータ（動画・アニメーション無しの PPT ファイル，又は，PDF ファイル）を，5 月 30 日
17:00 までに，大会事務局までお送りください．
⃝送付先：日本色彩学会第 49 回全国大会事務局（e-mail : zenkoku2018@color-science.jp）
◆ポスター発表
⃝ポスターは，A0 サイズ（幅 84㎝×高さ 120㎝）以内のものをご用意ください．貼り付け用の画鋲は，会場に用
意いたします．
⃝ポスターを展示の上，ポスター会場（10 階）にて発表を行ってください．
⃝責任発表時間は，6 月 2 日の発表は 15:00 ～ 16:00（1 時間）
，6 月 3 日の発表は 11:30 ～ 12:30（1 時間）です．
⃝
（研究発表）ポスター展示は１日のみです．ショートプレゼンテーションの開始前までに展示し，ポスター発
表終了後の夕刻までに撤去ください．
⃝
（カラーデザイン作品発表）ポスター展示は２日間です．6 月 2 日に展示いただき，6 月 3 日に撤去ください．
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