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JBMIA フォーラム 2018 プログラム 第 1 日（6 月 15 日）
会場： 専売ホール （東京都港区芝 5-26-30 専売ビル 8 階）

時間
9:30

10:00
|
11:30

受付開始
特別講演 「（仮）サイバー脅威への取組事例と事務機器業界への提言」
国立研究開発法人 情報通信研究機構 ナショナルサイバートレーニングセンター
センター長 園田道夫氏 （次ページにプロフィール）
★ 午前と午後で会場が異なりますのでご注意ください。 ★

時間
13:00
13:30
|
14:10

会場： JBMIA オフィス内会議室 （東京都港区三田 3-4-10 リーラヒジリザカ 7 階）
各発表の会議室は、当日ご案内いたします。
受付開始
「環境委員会の体制および活動概要と各国の環
境規制への対応 （事例１：各国 WEEE 情報一
覧表作成等 事例２：厚労省酸化チタン措置検
討への対応）」
= 環境委員会 ・製品環境専門委員会 リサイク
ル WG ・化成品専門委員会 =
環境委員会の体制、活動概要を報告し、傘下の
委員会、WG での活動事例 2 件を紹介します。
事例１：（リサイクル WG） 使用済み電気・電子機
器(WEEE)の適切な処理は世界規模の課題です。
業界として遵法と環境保護に努めるため、各国にお
ける WEEE 法を整理・情報共有しました。その結果
を報告します。
事例２：（化成品専門委員会） 厚生労働省が安
全衛生法において酸化チタンの規制を検討してい
ます。プリンタ・MFP の消耗品（トナー）に酸化チタ
ンが使用されているため、オフィスでのプリント作業
等に規制適用が想定されることから、化成品専門委
員会では、アドホック WG を組織化し、厚生労働省
調査への対応、措置検討会ヒアリングでの説明等
の活動を行いました。その経緯を紹介します。

14:20
|
15:00

「働き方改革につながる電帳法スキャナ保存制
度の導入効果について」
= ドキュメントマネージメントシステム部会 =
各企業は「ペーパーレス」いうスローガンのもと、
紙を中心とした業務から電子データを活用した業務
へとシフトすることでいつでもどこでも働ける環境を
構築し、働き方改革実現を推進しています。また政
府も 2 年連続で電子帳簿保存法の法要件を緩和す
るなどスキャナ保存制度が普及するには、まさに追
い風の状況です。しかし 2016 年の JBMIA セミナ
ーのアンケートでは、「費用対効果に疑問」「運用負
荷が増える」「要件が厳しい」という回答が 8 割以上
を占めるという、導入に後ろ向きな企業があるという
ことが分かりました。このような結果をふまえて、スキ
ャナ保存制度の導入により効果が見込めないかと
いうことを具体的な 2 つの業務（立替払い精算と購
買業務）にフォーカスし検証しました。その結果、電
子帳簿保存法スキャナ保存制度を活用することで、
定量的・定性的に十分な効果が得られることが分か
りました。その成果を説明します。

「①海外ミッション（中国）」 「②IoT プラットフォ
ームの利用および IoT 環境下で協業する際の検
討事項」
= 知的財産委員会 工業所有権専門委員会 =

「近未来の小売業と新業態開発の課題について
の調査・研究 ～ネットワーク社会の進展と情報
システムの活用～」
= 流通情報システム機器部会 =

①知財強国を目指す中国は、出願数の増大だけ
でなく、知的財産を取り巻くあらゆる方面においても
多くの政策を打ち出しています。当委員会は、中国
知的財産の研究を拡大させ、既に平成 23 年度より
現地現場での実態調査や意見交換を行う「訪中ミッ
ション」を実施してきました。平成 29 年度は、中国に
おける「知的財産権の活用」をテーマとし、その活
用サービス（金融、取引等）について実態調査を行
いましたので、これについて紹介します。

小売業が誕生してから、「お店へ行き、商品を見
て、お金を払って、ものを買う」という行為は、今でも
殆ど変わらない、当たり前のことでした。一方、十数
年ぐらい前から、ＩＴの進歩に伴い、O2O、オムニチ
ャネル、ID-POS、IoT や仮想通貨、店舗への自動
サイオン、レジなしチェックアウトなどは、実ビジネス
での活用の時代になっていると言えます。流通店舗
では、様々な分野での新たなイノベーションが開拓
されつつあり、新しい業態を開発し、活用する機運
も高まっています。この流れを過去に失敗したように
一時的なマーケティングモデルとして終わらせない
ために、テクノロジー偏重や利便性・効率といった
企業尺度で考えるのではなく、消費者が活用できる
か、情報疲労に陥り、かえって買い物意欲を削ぐこ

②近年、「モノ」がネットワークと接続されることで
得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを見
出す IoT 技術の開発や普及が急速に進んでいま
す。この流れの中で GE、Microsoft、Amazon 等
は自社の IoT プラットフォームをリリースすると共に
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15:10
|
15:50

様々な業種・規模の企業に対してサービスを提供し
ていることが見て取れます。これら企業の戦略分析
および IoT プラットフォーム利用条件を調査すると
共に、IoT 環境下で異なる業界の企業同士が協
調・協業している例を発見しましたので、そこから得
られた情報を紹介します。

とにならないかといった事を検証し、顧客ドリブンな
活用シナリオを見据える必要が重要と考え、近未来
の小売店舗の未来をイメージし、その情報システム
の活用の課題について調査しました。

「中国インターネットショッピングサイトにおける模
倣品対策活動」
= 知的財産委員会 模倣品対策専門委員会 =

「UI 用語のイメージ調査」
= 標準化センター UI デザイン PJ UI 用語
WG =

模倣品対策専門委員会では、現場の模倣品業
者に対する共同摘発活動を長年おこなってきまし
た。近年、中国ネットショッピング市場の急激な発展
により、模倣品のインターネットショッピングサイト上
の販売が増加しています。そのような中、ネット上の
店舗で複数ブランドの模倣トナーカートリッジを扱っ
ている事実を実際のサンプル試買結果から確認し
たことを受け、2017 年から中国インターネットショッ
ピングサイトにおける模倣品対策活動に着手しまし
た。本発表は、その一環として、アリババ・グループ
の中国国内向け B2C ショッピングサイトであるタオ
バオを対象に、2017 年に実施した 2 回の模倣品販
売業者への対策活動を紹介します。

複写機・複合機を利用する際にお客様が目にす
る UI 用語が、日常生活において目にする他の用
語と比べて、どのような印象を抱かれているかの比
較調査を実施しました。対象は、乗り物、グルメ、生
活家電など 5 つのジャンルを設定し、それらの用語
と比較しました。印象を評価するにあたって、SD 法
の形容詞対から UI 用語 WG の委員の互選で評価
に使用するキーワードを選定しています。調査・分
析は、外部業者に委託しましたが、調査の結果と
UI 用語 WG での考察、及び今後に向けての発表
をします。言葉で利用者など相手に伝えることに携
わっている方々などのご参加をお待ちしています。

■特別講演講師ご紹介
国立研究開発法人 情報通信研究機構
ナショナルサイバートレーニングセンター
センター長 園田道夫氏

略歴
中央大学大学院 工学博士課程修了 博士（工学）
2003 年より
NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）非常勤研究員
2004 年より
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員
2004 年より
経済産業省、IPA 主催セキュリティ・キャンプ実行委員・講師等
2007 年 4 月 サイバー大学 IT 総合学部准教授
2007 年より
白浜サイバー犯罪シンポジウム危機管理コンテスト審査委員
2012 年より
SECCON 実行委員（事務局長）
2014 年 4 月 サイバー大学 IT 総合学部教授（2017 年退官）
2016 年
国立研究開発法人情報通信研究機構セキュリティ人材育成研究センター長
2017 年
国立研究開発法人情報通信研究機構ナショナルサイバートレーニングセンター長
現在に至る。
以上
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