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Ⅳ

情報ポータル（リンク集）

豊吉 直樹*、福持 陽士*、中村 良*、西原 雅宏*、坂津 務*、渡辺 督*、長尾 大典*、杉本 勉*

本稿は、今年度からの新たな試みとして、各種情報調査のポータルとなるリンク集として構成した。会員各社
に関連する製品情報、技術情報、規格情報、市場情報などをカテゴリ毎に分類し、インターネットのリンク先を
紹介している。皆様の情報調査の入り口として活用して頂きたい。
１．製品情報
1.1. 展示会関係
CHINA PRINT 2013 http://www.chinaprint.com.cn/index_en.jsp
2013 年 5 月 14 日～5 月 18 日
北京 中国国際貿易センター（中国）
PRINT13 http://Print2013.com
2013 年 9 月 8 日～9 月 12 日
McCormick Place（米国）
Labelexpo Europe 2013 http://www.labelexpo-europe.com/
2013 年 9 月 24 日～9 月 27 日
Brussels Expo（ベルギー）
CEATEC JAPAN 2013 http://www.ceatec.com/ja/download/download02.html
2013 年 10 月 1 日～10 月 5 日
幕張メッセ
JGAS 2013
http://www.jgas.jp/
2013 年 10 月 2 日～10 月 5 日
東京ビッグサイト
エコプロダクツ 2013 http://eco-pro.com/eco2013/
2013 年 12 月 21 日～2013 年 12 月 14 日
東京ビッグサイト
page 2014 http://www.jagat.or.jp/PAGE/2014/
2014 年 2 月 5 日～2 月 7 日
サンシャインシティコンベンションセンターTOKYO
IPEX 2014 http://www.ipex.org/
2014 年 3 月 24 日～3 月 29 日
ExCeL London（イギリス）
1.2. 各社のニュースリリース
掲載順は㈱を除いた五十音順とした。括弧内は、第Ⅲ章の本文及び一覧表における社名表記である。
NK ワークス㈱ （NK ワークス）
http://www.noritsu.co.jp/information/
㈱沖データ （沖データ）
http://www.okidata.co.jp/info/
カシオ計算機㈱ （カシオ）
http://www.casio.co.jp/release/
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キヤノン㈱ （キヤノン）
http://cweb.canon.jp/newsrelease/index.html
キヤノンファインテック㈱ （キヤノンファインテック）
http://www.canon-finetech.co.jp/news/index.html
京セラドキュメントソリューションズ㈱ （京セラドキュメントソリューションズ）
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/news/index.html
コダック㈱ （コダック）
http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/index.shtml
コニカミノルタ㈱ （コニカミノルタ）
http://konicaminolta.jp/about/release/index.html
シャープ㈱ （シャープ）
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/index.html
セイコーインスツル㈱ （SII）
http://www.sii.co.jp/jp/news/release/
セイコーエプソン㈱ （セイコーエプソン）
http://www.epson.jp/topics/
大日本スクリーン製造㈱ （大日本スクリーン）
http://www.screen.co.jp/press/index.html
東芝テック㈱ （東芝テック）
http://www.toshibatec.co.jp/release/
日本ヒューレット・パッカード㈱ （日本 HP）
http://www8.hp.com/jp/ja/hp-news/newsroom.html
富士ゼロックス㈱ （富士ゼロックス）
http://www.fujixerox.co.jp/news/index.html
富士フイルム㈱ （富士フイルム）
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/news/index.html
ブラザー工業㈱ （ブラザー工業）
http://www.brother.co.jp/news/
㈱ミマキエンジニアリング （ミマキエンジニアリング）
http://www.mimaki.co.jp/japanese/top/index.php
㈱ミヤコシ（ミヤコシ）
http://www.miyakoshi.co.jp/Japanese.html
㈱リコー （リコー）
http://www.ricoh.co.jp/release/
ローランド ディー.ジー.㈱ （ローランド ディー．ジー．）
http://www.rolanddg.co.jp/cgi-bin/news/index.cgi?x=2
２．技術情報
2.1. 各社のテクニカルレポート、技術紹介ページ
富士ゼロックス テクニカルレポート
http://www.fujixerox.co.jp/company/technical/tr/index.html
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リコー テクニカルレポート
http://www.ricoh.com/ja/technology/techreport/
コニカミノルタ テクノロジーレポート
http://www.konicaminolta.jp/about/research/technology_report/
シャープ技報
http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/
キヤノン （技術紹介のページ）
http://web.canon.jp/technology/index.html
京セラドキュメントソリューションズ （技術紹介のページ）
http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/recruit/technology_profile/index.html
2.2. 学会
2014 年 4 月 1 日に日本画像学会，日本写真学会，日本印刷学会，画像電子学会の 4 学会を
発起人として、画像関連学会連合会が発足した。
日本画像学会

http://www.isj-imaging.org/isj.html

Imaging Conference JAPAN 2013 プログラム
http://www.isj-imaging.org/event/conference/ICJ2013/ICJ2013_program.html
Imaging Conference JAPAN 2013 Fall Meeting プログラム
http://www.isj-imaging.org/event/conference/ICJ2013F/ICJ2013F_program.html
Imaging Conference JAPAN 2014 プログラム
http://www.isj-imaging.org/event/conference/ICJ2014/ICJ2014_program.html
画像電子学会

http://www.iieej.org/

日本印刷学会

http://www.jspst.org/

日本写真学会

http://www.spstj.org/

日本色彩学会

http://www.color-science.jp/

2.3. 研究機関
AIST

産業総合研究所

http://www.aist.go.jp/

NICT

情報通信研究機構

NEDO

新エネルギー・産業技術総合開発機構

http://www.nict.go.jp/
http://www.nedo.go.jp/

３．規格情報
3.1. 環境関連
国際エネルギースタープログラム
REACH

http://www.energystar.jp/

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html

RoHS（電子・電気機器における特定有害物質の使用制限）
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/RoHSrev.html
EuP 指令（環境配慮設計に関する欧州指令）
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm
EPEAT（電子製品環境アセスメントツール）http://www.epeat.net/
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ブルーエンジェルマーク

http://www.blauer-engel.de/en/index.php

エコマーク

http://www.ecomark.jp/

エコリーフ

http://www.ecoleaf-jemai.jp/

バイオマスマーク

http://www.jora.jp/index.html

3.2. 通信関連
Wi-Fi アライアンス CERTIFIED™
Mopria Alliance

Program

http://www.wi-fi.org/

http://www.mopria.org/

3.3. デジタルプレス認証
Japan Color 認証 http://japancolor.jp/index.html
FOGRA 認証

http://www.fogra.org/

IDEAlliance

https://www.idealliance.org/

４．市場情報
4.1. 業界団体
JBMIA

ビジネス機械・情報システム産業協会

JEITA 社団法人電子情報技術産業協会
JAGAT

日本印刷技術協会

色材協会

http://www.jbmia.or.jp/index.php

http://www.jeita.or.jp/japanese/

http://www.jagat.jp/

http://www.shikizai.org/

4.2. 評価機関
BLI

（BERTL）

JD Power

http://www.buyerslab.com/

http://japan.jdpower.com/
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禁 無 断 転 載
2013 年度「ビジネス機器関連技術調査報告書」“Ⅳ”部
発行

2014 年 6 月
一般社団法人 ビジネス機械･情報システム産業協会（JBMIA）
技術委員会 技術調査小委員会
〒108-0073 東京都港区三田三丁目 4 番 10 号リーラヒジリザカ 7 階
電話 03-6809-5010(代表) ／ FAX 03-3451-1770
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