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一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）
写真・映像文化と産業の発展に貢献する

ご 案 内

産業と写真・映像文化の発展に貢献する
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一般社団法人カメラ映像機器工業会（Camera & Imaging Products Association略称：CIPA）は、
デジタルカメラをはじめとする映像関連製品及びソフトウェア等の開発、製造・販売に携わる企業に
よって構成される業界団体です。
技術標準規格等の研究に加え、環境問題をはじめとする産業全体の課題に取り組み、写真・映像文化
の発展に貢献することを目指しています。

■ カメラ映像機器工業会（CIPA）とは

● 1954年4月、日本写真機工業会（略称：JCIA）、発足。

● 2002年6月、日本写真機工業会、解散。

● 2002年7月、有限責任中間法人カメラ映像機器工業会

（CIPA）、発足。映像機器のデジタル化に対応する技術標

準規格の策定活動を強化し、国内外の家電メーカーや電子

部品メーカー、PCハードウェアメーカー、PCソフトウェアメー

カー等が集まり、従来のフィルム写真産業を中心とした業界

団体からデジタル時代をリードする国際団体へと生まれ変

わりました。

● 2009年1月、法人法改正に伴い、一般社団法人カメラ映像

機器工業会に変更。

■ 沿　革

デジタルカメラ及びフィルムカメラ並びに映像関連の装置機

器及びソフトウェアの開発、製造又は販売に従事する会員の

発展に寄与すること、写真・映像文化の発展に貢献すること、

また、公正な市場競争を確保することを目的として、次の事業

を行っています。

主な事業：　・技術標準規格を策定し国際的普及を図る
・環境問題に関する情報を共有し、安全性・環境保全、省
エネルギー・省資源に向けた啓発活動を推進する
・会員の生産・出荷実績、見通し等統計データを集計し、
業界統計データを公表する
・貿易・通商問題等会員の国際的な共通課題を把握し対
応を図る
・カメラと写真映像の国際的情報発信イベントを主催する
・その他、カメラ映像機器業界の発展、社会貢献のための
事業

■ 目　的



株式会社芝川製作所

Microsoft
株式会社モルフォ
株式会社ユビキタス
リコーイメ－ジング株式会社

計 34 社

2014年3月現在

杉田卓也
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活 動 紹 介 カメラと写真映像の情報発信イベント　CP+（シーピープラス）

活 動 紹 介 CIPA統計

CP+は、当工業会のCP+実行委員会が企画運営する写真映像の総合

ショーです。

日本のカメラショーの起源は50年前に遡りますが、CP+は日本から世界

に向けた情報発信を強化することを目的として、新たに2010年からパシ

フィコ横浜で開催しています。カメラ映像機器産業の中心である日本か

ら、新製品及び最新技術情報を積極的に世界に発信することで国際イ

ベントとしての存在感を高めており、ドイツのフォトキナ、米国の

PMA@CESとともに世界最大のカメラショーの1つとされています。　

CP+では、キーノートスピーチ、技術アカデミー、上級エンジニアによるパ

ネルディスカッション、マーケティングセミナー等、多彩なイベントを用意し

ております。また、写真・映像文化の発展に寄与するための取り組みとし

て、各種写真展及びフォトセミナーを実施。更に地域ぐるみの写真映像

の総合イベント「フォト・ヨコハマ」と連携し、総合的な写真・映像文化の

発信に努めています。
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デジタルカメラ、交換レンズ等の生産出荷実績集計表を毎月、当工業会Website で公表＊。さらに、毎

年年初には「カメラ等品目別出荷見通し」も公表しています。当工業会の発表資料は、関連する産業

界、官公庁、報道機関等で活用され、経済動向の分析に広く役立てられています。
＊毎月の集計表は、当工業会WebsiteトップページのWhat's New及び統計ボタンよりご覧いただけます。

カメラ及び交換レンズ総出荷　デジタルカメラ海外向け出荷構成比推移

2012年出荷数量構成比

2012年出荷金額構成比
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デジタルカメラ海外向け出荷構成比
＊1：コンパクトデジタルカメラ
＊2：一眼レフ及びノンレフレックス

総出荷金額
1兆9,500億円
（％）出荷金額構成比

交換レンズ
4,800億円
（24％）

レンズ一体型＊1
デジタルカメラ

7,100億円（37％）

レンズ交換式＊2
デジタルカメラ

7,500億円（39％）
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活 動 紹 介 技術標準規格の策定

世界中のカメラユーザーが共通の仕様基準を基に最適な一台を選べるよう、また、広く互換性を確保してユーザーの利便性が高まるよう、当工業会は国

際団体として、世界標準となる技術標準規格の策定を続けています。

Exif/DCFイメージ図

デジタルカメラの図記号の代表例

デジタルカメラ

記録メディア

最上位階層の
フォルダ 個別フォルダ

Dcim IMG_xxx1.JPG

IMG_xxx2.JPG

IMG_xxx3.JPG

Exif（ファイルフォーマット）

DCF（ファイルシステム規格）

これまでに策定したCIPA規格

2013年5月現在

＊はJEITAとの共同規格です。

DC-001

DC-002

DC-003

DC-004

DC-005

DC-006

DC-007

DC-008

DC-009

DC-010

DC-011

Digital Photo Solutions for Imaging Devices

電池寿命測定方法

デジタルカメラの解像度測定方法

デジタルカメラの感度規定

“Picture Transfer Protocol” over TCP/IP networks

デジタルスチルカメラ用ステレオ静止画像フォーマット

マルチピクチャフォーマット

デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格Exif2.3＊

カメラファイルシステム規格DCF2.0（2010年版）＊

Exif 2.3 metadata for XMP＊

デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式） 

デジタルカメラとプリンターのダイレクトプリントを実現する規格。PictBridgeの愛称で普及。

デジタルカメラの電池の持ち具合を分かりやすく撮影可能枚数で表示。各社カタログ仕様欄の常連。

解像度の測定法。共通チャートにより実力を測定。

標準出力感度（SOS）と推奨露光指数（REI）、2つの測定方法を規定。

ネットワーク上でスムーズに画像データをやりとりするための通信手順を規格化。

ステレオ（立体）静止画像を記録する際のルールと必要な付随データを規定。

複数の画像データ（サムネイルとの組み合わせ等）を1ファイルとして記録するためのフォーマット。

デジタルカメラで撮影する画像等に情報を加え互換性を高めるためのベーシックなファイルフォーマット規格。
Exif2.2では撮影情報のプリンターへの伝達を強化、2.21では色空間の拡張に対応、2.3でも付加情報を整理拡張。

撮影データを記録する際のファイルシステムを定めた規格。2.0でオプションを追加。

Exif情報をXMPで記述する場合を想定した規格。

光学式手ぶれ補正の効果を測定する方法およびその表記方法。

DCG-001
JCIA GLA03

DCG-002

DCG-003

DCG-004

DCG-005

DCG-006

デジタルカメラのカタログ等表記に関するガイドライン」改訂

デジタルカメラの仕様に関するガイドライン（改訂版）

デジタルカメラの図記号に関するガイドライン

Exif/DCF 取り扱いガイドライン

デジタルカメラの質量および寸法に関する測定法および表記法

DPS over IP 実装ガイドライン

カタログ・取扱説明書等で用いられる表記のガイドライン（有効画素数等）。

仕様の表記方法を定義（焦点距離、シャッタースピード等）。

カメラを手にしたその時からひと目で操作が分かる39項目に及ぶ操作アイコンを制定。

Exif及びDCFの互換性や相互運用性を向上するための取り扱いを定義。

デジタルカメラの大きさ、重さの表示に関する定義。

無線接続によるダイレクトプリントを実現するための実装方法を定義。

これまでに策定したCIPAガイドライン

消去モード テレ（望遠） クローズアップ
/マクロ

連写 フラッシュ/ストロボ
発光禁止
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活 動 紹 介 PictBridge規格の頒布・普及

活 動 紹 介 国際標準化の取り組み

当工業会で策定した規格、ガイドラインはデジタルカメラ等に採用されて

世界中に広く普及しています。

当工業会では、これらの規格類をISO等の国際標準とすることでより

活用の範囲を広げる取組みを行っています（左下：2011年6月、

RochesterでのISO/TC42会議、右下：2010年4月、Cupertinoでの

ISO/TC42/WG18会議）。

当工業会では、CIPA規格を採用した機器間での互換性を確保するため

に、ロゴ認証プログラムを運営しています。

2003年から、DPS（Digital Photo Solutions for Imaging Devices)規

格に基づいたPictBridgeロゴ認証プログラムを運営してまいりました。

PictBridgeとはデジタルカメラとプリンターを直接接続して手軽で簡単

な、パソコンレスのダイレクトプリントを実現する規格の愛称です。

2012年4月からは、新たに無線によるダイレクトプリントを実現する、DPS 

over IP実装ガイドラインを策定しロゴ認証プログラムに追加しました。

これにより、PictBridgeの更なる普及が期待されます。

活 動 紹 介 ぶれ規格の頒布・普及

デジタルカメラの重要な機能の一つとなっている手ぶれ補正について、

2012年8月、“デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法およ

び表記方法（光学式）”規格を完成させて公開、2013年1月には試用開

始に至り、同7月から正式運用を開始します。 

測定方法は、所定のぶれ波形による振動を加振装置で発生させ、その上

に置かれたカメラで標準チャートを数多く撮影し、その画像からぶれ量を

算出するというもの。さらに、補正の度合いは、演算を経て手ぶれ補正段数

を算出、ユーザーに馴染み深

いシャッタースピードの段数

0.5段単位として表示します。

本規格の普及を推進するため、CIPA Website上には規格書や測定

キットの頒布／入手方法を掲げた専用のページ（ぶれ規格のページ

http://www.cipa.jp/image-stabilization/index_j.html）を設置、2012

年11月には国内（東京）、さらに、2013年2月には台湾で説明会を実施

する等の普及活動を続けています。
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組 織

総会／理事会／監事

総　会　理事・監事選任や、決算報告、事業報告等の決定を行います。

理事会　代表理事の選任や技術標準規格の発行決定、総会提出案等

当工業会全体に関わる事項の決議等を行います。

監　事　貸借対照表等の計算書類等を監査します。

標準化委員会

業界に関連する技術標準規格の計画立案を実施。特に当工業会規格

の作成・改廃及びその普及、内外の標準（ISO/IEC、JIS）策定・改廃の

提案を積極的に展開しています。例えば、当工業会で技術審議した

Exif/DCF規格は画像データのファイル規格として他業種にも広く普及

し、データ互換性の確保に貢献しています。

委員会では、傘下の技術作業部会、標準規格作業部会、知的財産作業

部会とともに、以下のような取り組みを中心に活動しています。

・カメラ並びにこれらの関連装置及びソフトウェアに係わる規格、標準に関する活動を行う

・制定された標準規格の普及促進活動並びに互換性維持活動に協力する

・国際標準の視点に立って国内外の他工業会、他標準化団体と連携を図る

・標準化に於ける知的財産に関連する活動を行う

事務局

総会、理事会、委員会、作業部会等の活動をサポートします。事務局長

が統括します。CP + 実行委員会

カメラと写真・映像文化の情報発信イベントCP +を企画運営しています。

CP +は、カメラ映像機器産業の本拠地で、日本から世界へ向けて発信

するイベントです。

業務委員会

業界の包括的な課題に対応しています。

傘下の調査統計作業部会は月次統計調査や「カメラ等品目別出荷見通

し」をとりまとめ、定期的に公表しています。発表資料は経済動向の分析

に広く役立てられています。

国際作業部会は各国の貿易・通商に関わる課題を共有し、国内外の産

業界と連携して対応活動を行っています。
プロジェクト審議会

業界として急を要する課題や業務委員会、標準化委員会の枠におさまら

ない横断的課題に対応しています。

総　会

事　監会事理

事務局

プロジェク 会員委化準標会議審ト

標準規格作業部会

技術作業部会

知的財産作業部会

業務委員会

調査統計作業部会CP +実行委員会

国際作業部会

環境作業部会

環境作業部会は、各国の化学物質規制・省エネルギー規制・リサ

イクル法制等に関する情報を共有し、関連する工業会と連携して、

意見具申などの対応活動を行っています。 また、CIPA Website に  

おいて、「環境への取り組み」「環境Q&A」「ご不要のカメラを捨

てる際の手順について」をお知らせしています。



2014 年 3月




