
 

 

JIQA2007 
第 2 回 イメージメディアクウォリティと 

その応用ワークショップ 
 

平成 19 年 7 月 17 日（火），18 日（水） 

 

京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス 

 

主催 

電子情報通信学会  基礎・境界ソサイエティ 

イメージメディアクウォリティ研究専門委員会 

 

実行委員長  半谷精一郎（東京理科大） 
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主催 

電子情報通信学会  基礎・境界ソサイエティ 

イメージメディアクウォリティ研究専門委員会 

 

協賛 

映像情報メディア学会 

日本写真学会 

照明学会 

日本照明委員会 

電気学会 

ヒューマンインタフェース学会 

計測自動制御学会 

 

第 2 回イメージメディアクウォリティとその応用ワークショップ実行委員会 

委員長 

半谷 精一郎（東京理科大学） 

副委員長  

会津 昌夫（キヤノン） 

菅原 正幸（ＮＨＫ技研） 

幹事 

堀田 裕弘 (富山大学) 総務・論文 

森本 一成 (京都工芸繊維大学) ローカルアレンジメント 

浜本 隆之 (東京理科大学) 会計・参加 

中口 俊哉 (千葉大学) 出版・広報 

実行委員 

電子情報通信学会 

イメージメディアクウォリティ研究専門委員会 専門委員 
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参加費 

講演・聴講とも共通 

 

会員 
20,000 円（税

込）  

非会員 
25,000 円（税

込） 

学生 
10,000 円（税

込） 

会員とは主催，協賛学会の各会員の方です． 

いずれも論文データを収録した予稿集 CD-ROM 代，懇親会費を含みます． 
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ワークショップ開催スケジュール 

2007 年 7 月 17 日（火） ［会場：京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス］ 

 

オープニング  12:50 - 13:00 

招待講演  13:00 - 14:00 

視覚と画像 

江島 義道 (京都工芸繊維大学長) 

休憩  14:00 - 14:10 

特別セッション  14:10 - 15:40 

14:10 – 14:40 

モバイル動画像における新主観評価法（SAMVIQ）の性能評価 

幡野 喜子（三菱電機 先端技術総合研究所） 

14:40 – 15:10 

携帯電話向けシートレスバックライト 

船本 昭宏，吉田 実里，櫻井 顕治，大平 真琴，川端 康大，青山 茂 （オムロン株式会社） 

15:10 – 15:40 

A Development of Large-Screen Full HD LCD TV with Frame-Rate-Conversion Technology 

Yasuhiro Yoshida, Toshiyuki Fujine, Kenichiroh Yamamoto, Hiroyuki Furukawa,  

Masafumi Ueno, Yuji Kikuchi, Seiji Kohashikawa, Akihisa Yamada,  

Nobuhiro Takeda, Michiyuki Sugino (Sharp Corp.) 

休憩  15:40 - 15:50 

デモ展示  15:50 - 17:30 

【第Ｂ会場 ホール２階会議室】 

懇親会  18:00 - 20:00 

【アピカルイン京都】 
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2007 年 7 月 18 日（水） ［会場：京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス］ 

チュートリアルセッション  9:00 - 10:00 

画質評価技術の変遷 

堀田 裕弘 （富山大学大学院） 

休憩  10:00 - 10:10 

一般セッション１  10:10 - 11:30 

10:10 – 10:30 

The Effect of TV screen size on preferred luminance in Home 

藤根 俊之，杉野 道幸 （シャープ株式会社ＡＶシステム事業本部） 

10:30 – 10:50 

平坦な輝度部分における雑音の極性に対する視覚特性の検討 

古田土 明敏，恒川 雄一，和田 直哉，半谷 精一郎 （東京理科大学工学部） 

10:50 – 11:10 

被写体の明るさ分布に基づくダイナミックレンジ拡大と階調圧縮処理 

加賀美 智子，鈴木 史継，浜本 隆之 (東京理科大学大学院工学研究科) 

11:10 – 11:30 

イメージセンサ上での画像圧縮方式の検討と FPGA を用いた評価実験 

峰 陽介，柳原 悠一，浜本 隆之 （東京理科大学工学研究科電気工学専攻） 

昼食  11:30 - 12:40 

一般セッション 2  12:40 - 14:20 

12:40 – 13:00 

時空間視覚感度に基づく H.264/AVC モード選択方法 

坂東 幸浩，早瀬 和也，高村 誠之，上倉 一人，八島 由幸 （NTT サイバースペース研究所） 

13:00 – 13:20 

主観評価値に基づく動画像の時空間レート制御とその応用について 

山形 純一，田中 伸一，吉田 俊之 （福井大学工学部） 

13:20 – 13:40 

パケット損による空間系映像劣化に対応した映像品質客観評価法 

岡本 淳，渡辺 敬志郎，栗田 孝明 （NTT） 
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13:40 – 14:00 

ブロック内画素差分で正規化する映像ブロック歪量の客観評価方法 

横山 和彦，相良 直哉，杉山 賢二 （成蹊大学理工学部） 

14:00 – 14:20 

MSDS を用いた品質主導型画質改善の検討 

金子 宜史，柴田 啓司，稲積 泰宏，堀田 裕弘 （富山大学大学院理工学研究部） 

休憩  14:20 - 14:30 

一般セッション 3  14:30 - 16:10 

14:30 – 14:50 

リフティングによる偏在化効果を利用した情報埋め込み法 

山崎 正隆（東京工業大学大学院総合理工学研究科），角田 貢（東京工業大学都市地震工学センタ），

小杉 幸夫（東京工業大学大学院総合理工学研究科） 

14:50 – 15:10 

動きの方向を考慮した異なった画像レートの主観画質評価予測 

原田 真輔，相良 直哉，杉山 賢二 （成蹊大学理工学部） 

15:10 – 15:30 

提示条件の違いによる動きぼけ知覚の変化 

中川 慎司，中口 俊哉，津村 徳道（千葉大学大学院融合科学研究科）， 

三宅 洋一(千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター) 

15:30 – 15:50 

Perceived Blur Edge Width の評価と解析 

平井 経太，中口 俊哉，津村 徳道（千葉大学大学院融合科学研究科）， 

三宅 洋一(千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター) 

15:50 – 16:10 

画像通信における品質評価の再考 

川除 佳和，稲積 泰宏，堀田 裕弘 （富山大学大学院理工学研究部） 

 

クロージング  16:10 - 16:20 



 12

MEMO 




