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HIGHLIGHTS FROM THE JUNE 2017 TMB MEETING
1. Task Force on Effective collaboration with IEC and ITU
Background: In February 2017, the TMB approved Resolution 23/2017 creating a TMB Task
Force to develop proposals for increased collaboration with IEC. At its meeting last week (June
2017), the TMB decided to concur with the IEC’s suggestion to extend this Task Force to include
technical collaboration with ITU. The members of this Task Force will be from the technical
management boards of the three organizations: ISO/TMB, IEC/SMB and ITU/TSAG. Nominations
to the Task Force will be confirmed by 31st July 2017, after which the Task Force will begin its
work.
What this means for you: The Task Force is expected to finalize its work by June 2018. If you
are interested in following the Task Force’s progress, look out for regular updates on its work in
future editions of the TMB Communiqué. For further questions about the Task Force, please
contact the Secretary, Henry Cuschieri (cuschieri@iso.org).

2. Task Force on ISO Virtual Standards Development Process
Background: At its September 2016 meeting, the ISO Council approved the recommendations
of the Council Ad hoc Group on the Future Standards Environment (plus IT). One of these
recommendations was to develop an alternative approach to standards development, without the
formation of a traditional ISO committee and with experts working via electronic means (such as
WebEx meetings and/or social media sites, collaborative authoring tools) to develop an ISO
deliverable. Based on this recommendation, the TMB created the Task Force on Project based
approach via Resolution 24/2017 to work on a priority area of the 2017 TMB action plan 4.2. The
Task Force has now agreed on a new title: “ISO Virtual Standards Development Process”.
What this means for you: The Task Force will present its recommendations to TMB in
September 2018. For further questions about the Task Force, please contact the Secretary,
Mélanie Jacob (jacob@iso.org).

3. Task Force on Project Management
Background: At its February 2017 meeting, the TMB created a Task Force on “Implementation
of Project Management in ISO Standards development” (Resolution 22/2017) to work on a priority
area of the 2017 TMB action plan 3.1. The objectives of this Task Force are to:
•
•
•
•
•

Promote a culture change within the ISO technical community;
Focus on timeliness of standards development;
Review the roles and responsibilities of ISO committee leaders with relation to project
management;
Provide tools and guidance to committee leadership to help them make this change;
Continue cooperation with the IEC on this issue – sharing of best practices.

The next physical meeting of the Task Force will be in September 2017, in Berlin. In the meantime
the Task Force will be consulting members of the ISO community to gather feedback on its draft
Project Management Methodology.
What this means for you: This is a long-term project addressing many different aspects of the
ISO standards development process. If you are a committee secretary, chair, convenor, or project
leader, the outcome of this Task Force will interest you, as this work aims to provide you with

2017年6月の TMB 会合の目玉
1. IECとITUの効果的協働に関するタスクフォース
背景: 2017年2月に、TMBはTMB決議23/2017 でIECとの協働を増進させる提案を策定するTMBタス
クフォースを設置した。先週の会合において（2017年6月）、TMBは本タスクフォースを拡大し、ITUとの
専門的協働を含めるというIEC側の提案に同意することを決定した。本タスクフォースのメンバーは3機
関の技術管理評議会: ISO/TMB, IEC/SMB 及び ITU/TSAGで構成される。本タスクフォースへのノミネ
ーションは2017年7月31日までに確認され、その後、業務が開始される。
これが意味するところ: 本タスクフォースは2018年6月までに業務完了することが期待されている。今後
の本タスクフォースの進捗に関心がある場合、TMBコミュニケの今後の号において定期情報更新をご
覧 く だ さ い 。 本 タ ス ク フ ォ ー ス に 関 す る 更 な る ご 質 問 は 、 事 務 局 の Henry Cuschieri
(cuschieri@iso.org)までお問い合わせください。

2. ISOの仮想規格開発プロセスに関するタスクフォース
背景: 2016年9月の会合において、ISO理事会は（ITを含む）規格開発環境に関する理事会アドホック
グループの推奨事項を承認した。これら推奨事項の一つに、規格開発の代替アプローチを策定すると
いうものがあった。これは、従来のようにISO委員会を形成することはないが、ISO規格類の開発に電
子的な手段（WebEx会議及び／またはソーシャルメディア、協働著作ツール）を介して業務を行う専門
家を要するものである。この推奨事項に基づき、TMBは2017 TMB アクションプラン4.2 の優先領域に
取り組むため TMB決議 24/2017 にてプロジェクトに基づくアプローチに関するタスクフォースを設置
した。本タスクフォースは現在では次の新規タイトルとして合意している：“ISOの仮想規格開発プロセス”
これが意味するところ: 本タスクフォースは2018年9月にTMBに対し推奨事項を提供する予定です。本
タスクフォースに関する更なるご質問は、事務局のMélanie Jacob (jacob@iso.org)までお問い合わせ
ください。

3. プロジェクトマネジメントに関するタスクフォース
背景: 2017年2月の会合で、TMB優先領域2017 TMB アクションプラン 3.1に取り組むため、TMBは
「ISO規格開発におけるプロジェクトマネジメントの実施」に関するタスクフォースを設置した(TMB決議
22/2017) 。 このタスクフォースの目的は以下の通りである：
•
•
•
•
•

ISO専門的コミュニティ内における意識改革;
規格開発の適時性に注目するt;
ISO委員会リーダーの役割及び責任をプロジェクトマネジメントの関連において見直す;

この変革をなすための一助として委員会のリーダーシップへのツールやガイダンスを提供する;
この課題に関し、IECと協力を続け、優良実施事例を共有する。

次回のタスクフォース対面会合は2017年9月にベルリンにおいて行われる。その間、本タスクフォース
はISOコミュニティのメンバーに諮問しプロジェクトマネジメント方法の原案についてのフィードバックを収
集する。
これが意味注するところ: これはISO規格開発プロセスの多様な面に取り組む長期プロジェクトです。ご
自身が委員会の国際幹事、議長、コンビーナ、またはプロジェクトリーダーである場合、このタスクフォ
ースの成果に興味を覚えるでしょう。なぜなら、この業務はプロジェクトマネジメントに関するガイダンス
を与え、規格開発プロセスの効率改善に必要なツールという武器を備えさせるものだからです。本タス
クフォースの定期報告はTMBコミュニケの今後の号で提供される。本タスクフォースに関する更なるご
質問は、事務局のCharles-Pierre Bazin de Caix (bazindecaix@iso.org)までお問い合わせください。
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guidance on project management and arm you with the tools you need to improve the efficiency
of the standards development process. Regular updates on the Task Force’s work will be provided
in future editions of the TMB Communiqué. For further questions about the Task Force, please
contact the Secretary, Charles-Pierre Bazin de Caix (bazindecaix@iso.org).

4. Task Force on National adoptions data
Background: In September 2016 the TMB established a Task Force on National Adoptions data
(Resolution 115/2016) with the request to identify ISO Members’ needs for use of National
Adoptions data as well as to analyze the current model of technical cooperation with IEC.
The TMB reviewed and approved the following recommendations from the Task Force at its June
2017 meeting (Resolution 80/2017).
•
•
•
•

Grant public access to National Adoptions data of ISO and ISO/IEC publications on ISO
website (iso.org)
Implement a pilot that will look after updating National Adoptions data annually (by
requesting ISO members to fill in their national data on a yearly basis)
Develop administration tools and machine-to-machine capabilities to help ISO Members
provide more qualitative and quantitative National Adoptions data in the Joint ISO/IEC
National Adoptions database
Confirm the existing operational model of the Joint ISO/IEC National Adoptions database

The TMB also asked ISO/CS to implement the recommendations and disbanded the Task Force.
What this means for you: ISO members will be contacted soon with further details about the
implementation plan and timeframe for the pilot on annual update of National Adoptions data. In
the meantime, the current ISO/IEC National adoptions database remains available for
consultation. For further questions, please contact the ISO/CS IT Director, Stéphane Châtelet
(Chatelet@iso.org).

5. Strategic Advisory Group on Ageing Societies – final report
Background: The TMB established a Strategic Advisory Group (SAG) on Ageing societies in
2016 (Resolution 69/2016) and it approved the final report and recommendations of the SAG at
its June 2017 meeting. This report identifies challenges/opportunities, gaps in knowledge,
priorities for ageing societies and proposed next steps for ISO’s action plan. See the full report for
more details.
What this means for you: As stated in the SAG report, the next step for ISO will probably be the
creation of a Technical Committee on Ageing Societies. ISO members can therefore expect to be
invited to vote on a proposal for a new field of work in this area soon.

6. Review of post-meeting surveys for plenary meetings
Background: In 2013 the TMB (Resolution 26/2013) decided that, in order to assess committee
performance, ISO/CS should begin circulating surveys to all committee participants to collect their
feedback after committee meetings, including information on preparedness of the leadership,
knowledge of the Directives, etc. To implement this TMB resolution, Survey Monkey was chosen
as the tool to manage the survey. ISO/CS currently provides a survey link to the Secretary prior
to the meeting, which the Secretary is encouraged to embed in the meeting agenda and also
distribute to meeting participants both during and after the meeting. Results are reviewed by the
ISO/CS TPMs, and feedback is given to the meeting’s Secretary, as and when necessary.

4. 国家採用データに関するタスクフォース
背景: 2016年9月にTMBは国家採用データに関するタスクフォースを設置した(TMB決議 115/2016)。
これは、IECとの専門的協力の現行形式を分析すると共に、国家採用データの使用に関するISO会員
のニーズを特定する要請を伴う。
TMBは2017年6月の会合にて本タスクフォースからの以下の推奨事項を精査し承認した(TMB決議
80/2017)。
•
•
•
•

ISOウェブサイト（iso.org）のISO及びISO/IECの出版物の国家採用データへの公的なアクセス
を許可する。
国家採用データを年一回更新するパイロットの実施（毎年ISO会員に各国家採用データを記入
するよう要請することにより）
ISO会員がISO/IEC合同国家採用データベースでより質的かつ量的な国家採用データを提供
するのに役立つ管理ツールとマシンツーマシン機能を開発する。
ISO/IEC合同国家採用データベースの既存の運用モデルを確認する。

TMBはまたISO/CSにこれら推奨事項を実施し、本タスクフォースを解散することを依頼する。
これが意味するところ: ISO会員は、実施計画及び年一回の国家採用データの更新パイロットに関する
更なる詳細事項に関する連絡をまもなく受け取ります。その間、現行のISO/IEC合同国家採用データベ
ース は諮問のため利用可能のまま残ります。更なるご質問は、ISO中央事務局IT部門長の Stéphane
Châtelet (Chatelet@iso.org)までお問い合わせください。

5. 高齢化社会に関する戦略的諮問グループ―最終報告
背景: TMBは2016年(TMB決議 69/2016)に高齢化社会に関する戦略的諮問グループ（SAG）を設置
し、2017年6月の会合にてSAGの最終報告及び推奨事項を承認した。本報告では、高齢化社会の課
題／機会、知識のギャップ、優先事項を特定し、ISOアクションプランの次のステップを提案している。
更なる詳細については、報告書完全版 を参照のください。
これが意味するところ: SAG報告書に述べられている通り、ISOの次のステップは高齢化社会の専門
委員会の設置となるでしょう。それゆえ、ISO会員はまもなくこの領域における新規業務分野提案に関
する投票をすることを期待できる。

6. 全体会議後の調査の見直し
背景: 2013年にTMBは、委員会業績を査定するために、ISO中央事務局は、リーダーシップの職位の
人の心構えや専門業務用指針の知識などに関する情報を含め、委員会会議後のフィードバックを収集
するため、全委員会参加者に対し、調査回付を開始すべきであると決定した(TMB決議 26/2013)。 こ
のTMB決議を実施するため、調査を管理するためのツールとしてSurvey Monkey が選択された。ISO
中央事務局は現在のところ、会議前に国際幹事に調査リンクを提供して、国際幹事がそれを議事次第
に取り込み、また会議参加者に会議前後に配付するよう奨励している。結果は、ISO中央事務局の
TPMによって精査され、必要に応じて会議の国際幹事にフィードバックされる。
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However, the introduction of the “ISO Meetings” application has provided an opportunity to
reevaluate the survey model. Therefore, the TMB decided (Resolution 76/2017) to ask the ISO/CS
IT Department to expand the current ISO Meetings tool to include a participant feedback (survey)
mechanism.
What this means for you: Besides the integration of the survey process into “ISO Meetings”, the
main change will be that not only the ISO/TPM, but also the Secretary of the Committee and the
ISO member body holding the secretariat will be informed of the results of the survey. A
communication will be sent to the technical community with more details about this change closer
to the implementation date (still to be determined).

NEWS
7.

L.D. Eicher Award – Winner to be announced at the ISO General Assembly

Background: The Lawrence D. Eicher Award was created to recognize committees with an
outstanding performance. It provides an opportunity for committees to demonstrate their
achievements and raise awareness of their work, both inside and outside of ISO. The 2017 winner
has been selected by the TMB at its June 2017 meeting and will be announced in September
2017 at the ISO General Assembly in Berlin (Germany). The nominees for the 2017 award are:
ISO/TC 39/SC 4

Machine tools - Woodworking machines (secretariat: UNI)

ISO/TC 44/SC 3

Welding and allied processes - Welding consumables (secretariat: ANSI)

ISO/TC 94/SC 14

Personal safety - Protective clothing and equipment - Firefighters'
personal equipment (secretariat: SA)

ISO/TC 228

Tourism and related services (twinned secretariat: UNE/INNORPI)

ISO/TC 261

Additive manufacturing (secretariat: DIN)

ISO/PC 280

Management Consultancy (secretariat: UNI)

ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering (secretariat: SCC)
What this means for you: Want to know who won and why? An article on the winner of the 2017
award will be included in the September edition of the TMB Communiqué. Do you think your
committee deserves to be nominated? The call for nominations for next year will be launched in
early 2018, so keep an eye out for it.

8. New ISO Guide on Systematic Review published
Background: The process of the ISO Systematic Review (SR) is a very important tool to ensure
that ISO deliverables remain up-to-date and globally relevant. With this process ISO ensures that
its deliverables are reviewed at least every five years after publication. To provide guidance to
those involved, like committee secretaries, national standards bodies, and those replying to the
SR ballot, the ISO Guidance on Systematic Review is now available.
What this means for you: Have you ever wanted to know more about how Systematic Review
(SR) works and why it is important? Do you get questions about the process or how to answer the
SR questions from committee members or experts? Now you can send them the link to this
guidance document, which we invite you to promote in your committees. If you have any feedback
on the document, please let us know by writing to tmb@iso.org.

しかしながら、 “ISO Meetings” アプリケーションの導入は調査モデルの再評価の機会をもたらした。そ
れゆえ、TMBはISO中央事務局のIT部門に参加者フィードバック（調査）メカニズムを含めるために現
行ISO Meetingsツールを拡張するよう依頼する決定をした(TMB決議 76/2017)。
これが意味するところ: 調査プロセスの“ISO Meetings”への統合の他に、主要な変更点は、ISO/TPM
だけではなく、委員会の国際幹事及び幹事国のISO会員もまた調査の結果を知らされるという点です。
実施日が近づくと、この変更に関する更なる情報のお知らせは専門コミュニティに送られます（時期は
今のところ未定）。

ニュース
7.

L.D. アイカー賞受賞者 – ISO総会にて発表予定

背景: ローレンス D. アイカー賞は卓越した業績のある委員会を評価するため創設された。これは委員
会にとって、ISOの内外でその達成事項を実証し、業務の認識を高める機会を提供している。2017年
の受賞者は、2017年6月のTMB会合にて選定され、2017年9月のISOベルリン総会（ドイツ）にて発表
予定である。2017年の候補者は以下のとおり：
ISO/TC 39/SC 4

工作機械 – 木工機械 (幹事国: UNI)

ISO/TC 44/SC 3

溶接及び接続プロセス – 溶接材料(幹事国: ANSI)

ISO/TC 94/SC 14

個人安全 – 保護衣及び保護具 – 消防隊員用個人防護装備 (幹事国: SA)

ISO/TC 228

観光及び関連サービス (ツイニング幹事国: UNE/INNORPI)

ISO/TC 261

積層造形 (幹事国: DIN)

ISO/PC 280

マネジメントコンサルタンシー (幹事国: UNI)

ISO/IEC JTC 1/SC 7 ソフトウェア及びシステム技術(幹事国: SCC)
これが意味するところ: 誰がどんな理由で受賞したか知りたいですか？2017年の受賞者に関する記事
はTMBコミュニケの9月号に掲載予定です。ご自身の委員会が候補にふさわしいとお考えですか？来
年の候補募集は2018年の初めに行われますので、ご留意ください。

8. 定期見直しに関する新規ISOガイド発行される
背景: ISOの定期見直し（SR）プロセスはISO規格類が最新かつ全世界的に適合していることを確保す
るための非常に重要なツールである。このプロセスでISOはその規格類を発行後最低5年ごとに見直す
ことを確実にしている。委員会幹事や国家標準化団体といった関与する人々、SR投票へ回答する人々
へガイダンスを提供するため、ISO定期見直しプロセスのガイダンス が現在入手可能である。
これが意味するところ: 定期見直し（SR）がどのように機能し、またなぜ必要かについて、もっと知りたい
と思ったことはありませんか？プロセス、またはSRの質問への回答の仕方について、委員会メンバー
や専門家から質問を受けますか？今やこのガイダンス文書のリンクをその方たちに送ることができます。
また、このリンクをご自身の委員会内で推進していただく事をお勧めしています。本文書について何か
フィードバックがある場合は、書面にてtmb@iso.orgまでお知らせください。
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9. New Guidance documents on Twinning
Background: ISO and its members have developed the concept of twinning, by which a
developing country member may enter into an arrangement with a developed country member.
The aim is to share knowledge and build capacity in order to support the developing country
member taking a more active role in international standardization. ISO/CS has just published a
short brochure on Twinning and a revised version of the more detailed guidance document on
Twinning will be published very soon. This will be announced on ISO Connect.
What this means for you: Is your ISO member interested in entering into a Twinning
arrangement? This can be done at secretariat, Chair, Convenor or P-member level. See the
brochure and guidance document for details and contact tmb@iso.org if you have any questions.

EVENTS
10. Services standards: ISO Strategy and Vancouver workshop
Background: This workshop, held on 28 April in Vancouver, Canada, was organized as part of
the ISO strategy for service standardization and in cooperation with ISO/CASCO (with a focus on
conformity assessment issues). It was the second international workshop to be held on this topic,
and it followed on from the discussions and outcomes of the first workshop, which was held in
June 2016 in Geneva, Switzerland (and focused on consumer issues).
The workshop was successful in bringing stakeholders together and discussing what ISO’s
priorities should be. Participants suggested that ISO should increase its efforts to:
• promote the benefits of service standards in a way that is clear and relevant to users (e.g.
using case studies);
• work towards finding the right balance of flexibility and robustness in the rules for standards
development;
• better activate the ISO network in order to promote awareness raising on service
standardization; and
• improve communication and understanding about conformity assessment tools and how
they can be used by the services sector.
What this means for you: If you are interested in service standards, you can access the
presentations from the event, along with photos and speakers’ bios on the workshop website. The
full workshop report will be published soon and announced on ISO Connect. For questions or
more information about ISO’s work on service standards, contact Belinda Cleeland
(cleeland@iso.org).

11. Update on the 2017 ISO/IEC/ITU Smart cities forum
Background: As announced at the 2016 World Smart Cities Forum (WSCF) in Singapore, the
upcoming WSCF has now been scheduled with the following title: “Future cities – Solutions for
common challenges: How International Standards support the development of smart and
sustainable cities”.
What:
When:
Who:

A full-day conference with engaging roundtable discussions
15th November 2017
Cities, policy makers, investors, industry, standard makers, other relevant
organizations; in short, everyone who is involved in urban development and

9. ツイニングに関する新しいガイダンス文書
背景: ISO及びその会員は発展途上国会員が先進国会員との協定を結んでよいというツイニングの概
念を策定した。発展途上国会員が国際標準化におけるより積極的な役割を担うのを支援するため、知
識を共有し、能力開発することが目的である。ISO中央事務局はツイニングに関する薄い小冊子 を発
行したところであり、より詳細なツイニングのガイダンス文書 は近日中に発行予定である。本件につい
てはISO Connectにてお知らせする。
これが意味するところ:あなたのISO会員はツイニング協定を締結することに関心がありますか？ツイニ
ング協定は幹事国、議長、コンビーナまたはPメンバーレベルで可能です。詳細に関してはこちらの小
冊子 及び ガイダンス文書 をご参照いただき、何かご質問がございましたらtmb@iso.org までお問い
合わせくださいませ。

イベント
10. サービス規格: ISOの戦略とバンクーバーでのワークショップ
背景: 4月28日にカナダのバンクーバーで開催されたこのワークショップはサービス標準化に関する
ISO戦略 の一部として、ISO/CASCOとの協力により組織された（適合性評価問題に注目）。このトピッ
クで国際ワークショップを開催するのは2回目であり、2016年6月にスイスのジュネーブで開催された初
回ワークショップ（消費者問題に注目）の議論及び成果に引き続いている。
本ワークショップは、ステークホールダーを集め、何がISOの優先事項であるべきかを議論したという点
において成功を収めた。参加者はISOが以下のための努力を重ねることを提案した：
• 明確で使用者に適合しているという意味において、サービス規格の便益を推進する（例：事例を
使用する）;
• 規格開発ルールにおける柔軟性と堅牢性の正しいバランスを探るべく作業する;
• サービス標準化の認知向上推進のためISOネットワークをより活性化する; 及び、
• 適合性評価ツール及びサービスセクターにどのように利用されうるかについてコミュニケーショ
ン及び理解を改善する。
これが意味するところ: サービス規格に関心がある場合、写真や講演者の経歴も含め、workshop
websiteにて本イベントのプレゼンテーションにアクセスすることができます。ワークショップ報告書の完
全版は間もなく発行され、ISO Connect でお知らせされる予定です。ご質問やサービス規格に関する
ISO業務の更なる情報は、Belinda Cleeland (cleeland@iso.org)までお問い合わせください。

11. ISO/IEC/ITU スマートシティフォーラム2017の最新情報
背景: シンガポールでの世界スマートシティフォーラム2016(WSCF)で発表された通り、 次回WSCFは
次のタイトルで計画されている：「将来の都市―共通課題のための解決策：国際規格はスマートで持続
可能な都市の開発をどう支援するか」。
何を:
いつ:
誰が:

円卓議論を行う丸一日の会議
2017年11月5日
都市、政策立案者、投資者、産業界、規格作成者、他の関連機関；要するに都
市開発計画に携わる方全て
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Where:

planning
Barcelona Smart City Expo World Congress (www.smartcityexpo.com), Fira
Barcelona

This year’s event will offer a unique opportunity to learn about the needs and challenges facing
the development of smart and sustainable cities from different stakeholders’ perspective. More
importantly, we will identify how we can all work better together in order to develop key synergies
and action plans supporting cities in achieving their strategic and societal goals.
What this means for you: Save the date in your calendars! Conference registration details and
program will be officially communicated in July 2017. For more information, please contact Antoine
Morin (morin@iso.org).

REMINDERS
12. Committee innovation proposals
Background: Recalling TMB Resolutions 72/2015 and 73/2015, the TMB decided that committee
innovations should be continued as part of the second phase of the Living Lab project. Committee
innovations are ideas proposed by committees that will help improve their own working processes.
Ideas may be submitted by anyone participating in ISO standards development (using this form).
The status of committee innovation proposals is updated regularly and can be accessed via the
following link.
What it means for you: If you believe you have a good proposal for a committee innovation,
please fill in the form and send your proposal to tmb@iso.org!

13. Public consultation on Management System Standards (MSS)
Background: Management system standards (MSS) are a tool for organizations to improve their
performance by specifying repeatable steps and to create an organizational culture that reflexively
engages in a continuous cycle of self-evaluation, correction and improvement of operations. The
ISO/TMB recently agreed that it would be very beneficial to invite the broader user community to
review and comment on proposals for new ISO MSS. This could help to build early user support
for new MSS proposals and to verify market need. Consultations could be done, for example, via
an online commenting platform.
What it means for you: ISO Members are encouraged to open any New Proposal ballots for new
MSS for public commenting at the national level (see circular letter sent on 2017-06-09). Allowing
this opportunity to comment will help to better evaluate user support and ensure that the proposal
fully meets market demands.

14. Updated “Policy on using ISO IT services for ISO technical work”
Background: Following the release of the new ‘ISO Meetings’ tool in April 2017, the policy
related to the use of IT applications and services has been updated. This policy is available
on ISO Connect and describes the applications and services that are required,
recommended or made available in the context of the Standards Development process.
What it means for you: Do you use ISO IT applications? Check out the table on ISO Connect
for more information on the requirements and available options for your work.

どこで:

バルセロナ Smart City Expo World Congress (www.smartcityexpo.com),
Fira Barcelona

今年のイベントは、スマートで持続可能な都市の開発に直面するニーズ及び課題について、様々なス
テークホールダーの視点から学べるユニークな機会となる。さらに重要なことには、主要な相乗効果及
び戦略的社会的ゴールを達成することにおいて都市を支援するアクションプランを生み出すためどのよ
うに我々全員が共に取り組めるかを見極める。
これが意味するところ: カレンダーの日付を押さえてください！会議登録の詳細及びプログラムは2017
年7月に正式にお知らせします。更なる情報は、 Antoine Morin (morin@iso.org)にお問い合わせくだ
さい。

注意事項
12. 委員会独自の手順提案
背景: TMB決議72/2015 及び 73/2015を想起するに、 TMBは委員会独自の手順はリビング・ラボプロジェ
クトの一部として継続すべきであると決定した。委員会独自の手順は委員会によって提案されたアイディアで
自身の作業プロセスを改善する一助となるものである。アイディアはISO規格開発に参加する誰もが提出して
よい(この様式を使用する)。委員会独自の手順の提案の状況は定期的に更新され、続くリンク経由でアク
セス可能である。
これが意味するところ: もしご自身が委員会独自の手順に関する良い提案をお持ちだとお思いでしたら、
この様式 にご記入いただき、ご提案を tmb@iso.orgへお送りください！

13. マネジメントシステム規格（MSS）の一般コンサルテーション
背景: マネジメントシステム規格 (MSS) は組織にとって繰り返せるステップを規定する事により業績を
改善し、自己評価、運営の訂正及び改善の継続的サイクルに内省的に関与する組織風土を醸成する一
つのツールである。最近、ISO/TMBは、新ISO MSS提案の見直し及びコメントのため、幅広い使用者コ
ミュニティを招請することは非常に有益であることを合意した。これにより新MSS提案の使用者支援を早
い段階で築き、また市場ニーズを立証する一助となり得るであろう。コンサルテーションは、例えば、オン
ラインコメントプラットフォームを介して行える。
これが意味するところ: ISO会員は国内レベルでのパブリックコメントのため新MSSの新規提案投票 を
オープンするよう奨励されています(2017年6月9日に送付の circular letter をご覧ください)。コメントでき
るこの機会は使用者支援のより良い評価と、提案が市場の需要を完全に満たしているか各自確実にする
のに役立つでしょう。

14. 「ISO専門業務のためのISOのITサービス方針」更新される
背景: 新しい ‘ISO Meetings’というツールが2017年4月にリリースされたのに続き、ITアプリケーショ
ン及びサービスの使用に関する方針が更新された。この方針は規格開発プロセスの側面で要求され、
推奨され、あるいは利用可能とされているアプリケーションとサービスについて述べており、ISO
Connect にて入手可能である。
これが意味するところ: ISOのITアプリケーションを使用していますか？ご自身の業務にとっての要求
事項や利用可能なオプションに関する更なる情報はISO Connectの一覧表を確認してください。
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15. ISO Meetings
Background: In 2015, the TMB requested the development of a new IT application, a ‘meeting
platform’ (Resolution 38/2015) to allow ISO committee Secretaries to register meetings and ISO
members to register meeting participants in one central place. This application, ISO Meetings, has
now been developed and went online as of the end of March 2017 – it will help Secretariats to
prepare lists of meeting participants and to ensure that only authorized individuals participate in
ISO meetings.
What it means for you: It became mandatory for Secretaries to use the Meeting Participation
Platform to create any new meeting as of 01 April 2017. Please take note that registration of
meeting participants in the platform will become mandatory as of 01 October 2017. Contact
helpdesk@iso.org for any questions about ISO Meetings.

16. Change to the ISO policy on the extension of DIS ballot dates
Background: In order to avoid too many delays because of extensions of DIS ballot dates and to
align the ISO and IEC practices, the ISO/TMB has decided to no longer allow extensions on DIS
ballots.
What it means for you: According to the TMB Resolution 30/2017, please be informed that as of
2017-05-01, ISO will no longer grant any extensions for ballots at Enquiry stage (stage 40).

NEW COMMITTEES
For information on new proposals and the stages of approval that they are in, please click on
the following link: https://connect.iso.org/x/L4AhAQ

TMB RESOLUTIONS
All TMB Resolutions are available on e-committees:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
2017 Resolutions: are available here.

15. ISO Meetings
背景: 2015年に、TMBは、一つの中央の場所でISO委員会幹事が会議を登録しISO会員が会議参加
者の登録を認める新しいITアプリケーションである‘meeting platform’ (TMB決議38/2015)の開発を要
請した。 このアプリケーションISO Meetings は、今や開発され、2017年3月末に開設された―幹事国
が会議参加者リストを準備し、認可された個人のみがISOの会議に参加できることを確実にするのに役
立つであろう。
これが意味するところ: 幹事にとって会議参加プラットフォームを使用してあらゆる会議を設定すること
は、2017年4月1日付で強制となりました。会議参加者のこのプラットフォームへの登録は2017年10月
1日付で強制となることにご留意ください。ISO Meetingsに関するあらゆるご質問はhelpdesk@iso.org
までお問い合わせください。

16. DIS投票期日延長に関するISO方針の変更
背景: IDIS投票期日の延長によるあまりに多くの遅滞を避けるため、また、ISOとIECの慣習を整合さ
せるため、ISO/TMBはDIS投票の延長をもはや認めない事を決定した。
これが意味するところ: TMB決議30/2017 によると、2017年5月1日よりISOは照会段階（ステージ40）に
おける投票のいかなる延長も認めないとなっていることをお知らせします。

新規委員会
新規提案とその承認状況についての情報は、こちらのリンクをクリックしてください:
https://connect.iso.org/x/L4AhAQ

TMB決議
全TMB決議はe-committeesで入手可能です:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
2017年の決議: こちらで入手可能です。
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