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Ⅳ 情報ポータル（リンク集） 

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

 

 

 

* 技術調査専門委員会委員 

本章では、昨年度に新たな試みとして作成した「各種情報調査のポータルとなるリンク集」の構成を踏襲し、

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

ンク先を紹介する。今回、会員企業各社の皆様にとってより有用なものにするべく、内容の一部見直しを行なっ

た。例えば、展示会関連情報としては、展示会スケジュールの一覧や、展示会の検索をするのに便利なウェブサ

イトの紹介に変更した。また、JBMIA関連団体や、通信関連の団体、近年よく耳にする「M2M」や「IoT」関連の団

体のリンクなどを追加した。皆様の情報調査の入口として活用して頂きたい。 

 

１．製品情報 

1.1. 展示会関連 

PJ web news「展示会スケジュール」 http://www.pjl.co.jp/schedule/index.html 

JETRO「世界の見本市・展示会情報（J-messe）」 http://www.jetro.go.jp/j-messe.html 

EXPOGUIDE  http://www.expo-guide.jp/ 

ExpoToday  http://expotoday.com/ 

 

 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/ 

 

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 
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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/ 

 

㈱SCREENホールディングス （SCREEN） 

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 

 

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 
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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 

日本画像学会 http://www.isj-imaging.org/isj.html 

      Imaging Conference JAPAN 2014 プログラム （2014年 6月 11日～6 月 13日） 

http://www.isj-imaging.org/event/conference/ICJ2014/ICJ2014_info.html 

 
第 77回 日本画像学会技術講習会 プログラム （2014年 7 月 17日～7月 18日） 

http://www.isj-imaging.org/event/tech_course/2014_tech_77.html 

 
第 78回 日本画像学会技術講習会 プログラム （2014年 11 月 20日） 

http://www.isj-imaging.org/event/tech_course/2014_tech_78.html 

 
Imaging Conference JAPAN 2014 Fall Meeting プログラム （2014年 11月 21日） 

http://www.isj-imaging.org/event/conference/ICJ2014F/ICJ2014F_info.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/ 

imaging.org http://www.imaging.org/ist/index.cfm  

 

2.3. 研究機関 

産業総合研究所（AIST） http://www.aist.go.jp/ 

情報通信研究機構（NICT） http://www.nict.go.jp/ 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 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 http://www.energystar.jp/ 

REACH 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/ 

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™  Program http://www.wi-fi.org/ 
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Mopria Alliance http://www.mopria.org/ 

NFC Forum http://nfc-forum.org  

The Printer Working Group http://pwg.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/ 

 

3.4. 全般、その他 

情報規格調査会（ITSCJ） https://www.itscj.ipsj.or.jp/ 

日本規格協会（JSA） http://www.jsa.or.jp/ 

日本工業標準調査会（JISC） http://www.jisc.go.jp/ 

International Electrotechnical Commission（IEC） http://www.iec.ch/ 

International Organization for Standardization（ISO） http://www.iso.org/iso/home.htm 

 

４．市場情報 

  4.1. 業界団体 

電子情報技術産業協会（JEITA） http://www.jeita.or.jp/japanese/ 

日本印刷技術協会（JAGAT） http://www.jagat.jp/ 

日本電機工業会（JEMA） http://www.jema-net.or.jp/  

色材協会 http://www.shikizai.org/ 

日本電気協会 http://www.denki.or.jp/  

日本文書情報マネジメント協会（JIIMA） http://www.jiima.or.jp/  

日本機械工業連合会（JMF） http://www.jmf.or.jp/  

日本事務機器流通団体連合会（NOMDA） http://www1.ocn.ne.jp/~nomda/  

日本品質保証機構（JQA） http://www.jqa.jp/  

VCCI協会 http://www.vcci.jp/  

家電製品協会（AEHA） http://www.aeha.or.jp/  

クリーンジャパンセンター（CJC） http://www.cjc.or.jp/  

研究産業・産業技術振興協会（JRIA） http://www.jria.or.jp/HP/index.htm  

情報サービス産業協会（JISA） http://www.jisa.or.jp/  

電気製品認証協議会（SCEA） http://www.s-ninsho.com/  

電波産業会（ARIB） http://www.arib.or.jp/  

次世代 M2Mコンソーシアム http://ngm2m.jp/m2m/home/  

モバイルソーシャライズシステムフォーラム（MSSF） http://mssf.jp/  

AllSeen Alliance https://allseenalliance.org/  

Industrial Internet Consortium（IIC） http://www.iiconsortium.org/index.htm  

データエクスチェンジ・コンソーシアム http://www.data-xc.jp/index.html  

Open Interconnect Consortium（OIC） http://openinterconnect.org/  
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  4.2. 評価機関 

BLI（BERTL） http://www.buyerslab.com/ 

JD Power http://japan.jdpower.com/ 

 

  4.3. 統計  

経済産業省 http://www.meti.go.jp/statistics/ 

財務省 http://www.mof.go.jp/siryou.htm 

総務省 http://www.stat.go.jp/ 

情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ） http://www.ciaj.or.jp/jp/  

日本電機工業会（JEMA） http://www.jema-net.or.jp/ 
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禁 無 断 転 載 
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