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HIGHLIGHTS FROM THE SEPTEMBER 2018 TMB MEETING

1. ISO-IEC Joint Task Force on Foundational Standards
Background: In 2017, ISO was contacted by some stakeholders expressing an interest in creating a new
category of ISO standards called ‘foundational standards’. This category was not well-defined, but its key
characteristics were: no requirements; available at low/no cost; and targeted for use by regulators.
The Council Standing Committee on Strategy and Policy (CSC/SP) discussed the issue of ‘foundational
standards’ at its June 2018 meeting and concluded that the subject required further study and asked the
TMB to take on this task. At its September 2018 TMB meeting, the TMB therefore decided with TMB
Resolution 89/2018 to create a new Task Force on Foundational Standards with the following mandate:
• Define ‘foundational standards’
• Engage with stakeholders (either through TF members or directly) to get a better understanding of
market needs
• Carry out a SWOT analysis of the concept of foundational standards
• Put forward recommendations to TMB and SMB on further actions to be taken
This Task Force is proposed as a Joint Task Force with IEC and the IEC/SMB will consider the TMB’s
request to join this Task Force at its next meeting. If agreed, the TF membership will consist of TMB
members or their nominated experts, IEC SMB members or their nominated experts, as well as relevant
representatives from ISO/CS (e.g. legal, IT, standardization). The TF will provide a progress report for
the February TMB 2019 meeting and a final report with recommendations for the June 2019 TMB
meeting.
What this means for you: Are you interested in learning more about the work of this Task Force? Make
sure to read the next editions of the TMB Communiqué where we will provide you updates on the work
of this Task Force. You can also contact the TMB Secretariat if you have questions at tmb@iso.org.

2. TMB Task Force on Alternative Standardization Processes – final reports
Background: In February 2018, the TMB took TMB Resolution 19/2018 to create TMB Task Force 17
on Alternative Standardization Processes. The mandate of TF 17 was to consider the recommendations
from the Council Ad-hoc Group on the ‘Future of the standards environment’ and the Task Force on
Database for Product Properties and Classes (DPPC TF) on the subjects of:
1.
2.
3.
4.
5.

engaging stakeholders for new work;
best practices in translation;
the establishment of online user groups for consultation on new proposals;
use of social media platforms and approaches; and
the development of machine-readable standards.

Five separate Working Groups were set up under this Task Force to examine these subjects.
These five WGs submitted their final reports and recommendations to the TMB at its September 2018
meeting. For the subjects 1-4, above, recommendations adopted by TMB concentrated on raising
awareness of existing guidance documents and policies (for example, on stakeholder engagement and
communication policies) and gathering further information from members in order to prepare more
guidance documents (for example, on best practices in translation). See TMB Resolutions 90-93/2018 for
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2018年9月のTMB会議の目玉
1. 基盤規格に関するISO-IEC合同タスクフォース
背景: 2017年、ISOは‘基盤規格’と呼ばれるISO規格のカテゴリーの新設に関心を示す利害関係者から連
絡を受けた。本カテゴリーは明確に定義されていないが、その重要特性は要求事項なし、低価格又は無
料で入手可能、規制当局者による使用に的を絞ることであった。
戦略及び政策に関する理事会常設委員会(CSC/SP)は2018年6月の会議で‘基盤規格’の問題を議論し、同
テーマには更なる調査が必要と結論付け、TMBに本作業を行うよう求めた。2018年9月の会議で、TMB
はそのためTMB決議 89/2018により基盤規格に関する新しいタスクフォースの設置を以下の委任事項と
ともに決定した:
• ‘基盤規格’を定義する。
• 市場ニーズの理解を深めるために、利害関係者と関わる(TFメンバーを通じて、又は直接のどち
らか)。
• 基盤規格の概念のSWOT分析を実施する。
• 取られるべき更なる措置に関してTMB及びSMBに推奨事項を示す。
本タスクフォースはIECとの合同タスクフォースとして提案されている。IEC/SMBは次の会議で本タス
クフォースに加わるというTMBの提案を検討することになる。同意した場合、同TFメンバーシップは
ISO/CSの関連代表者(例: 標準化、法務及びIT)に加え、TMBメンバー又はその者が指名する専門家、IEC
SMBメンバー又はその者が指名する専門家から成ることにとなる。同TFは進捗報告書を2019年2月の
TMB会議に、推奨事項付きの最終報告書を2019年6月のTMB会議に提出することになっている。
これが意味するところ: 本タスクフォースの業務をもっと学ぶことにご興味がおありですか。本タスク
フォースの業務の最新情報が提供されるTMBコミュニケの次号及びその次の号を必ずお読みください。
ご質問がおありでしたら、tmb@iso.org宛てにTMB事務局までお問い合わせください。

2. 代替標準化プロセスに関するTMBタスクフォース – 最終報告書
背景: 2018年2月、TMBは代替標準化プロセスに関するTMBタスクフォース17を設置するTMB決議
19/2018を決議した。TF 17の委任事項は‘将来の規格開発環境’に関する理事会アドホックグループ及び
製品特性及び分類のデータベースに関するタスクフォースからの以下のテーマに関する推奨事項の検
討であった:
1.
2.
3.
4.
5.

新しい業務に関する利害関係者関与
移行における最良実施事例
新しい提案に関する協議のためのオンライン使用者グループの結成
ソーシャルメディアプラットフォーム及びアプローチの使用
機械可読規格の開発

これらのテーマの検討のために、本タスクフォース下に5つの独立した作業グループが設置された。
これら5つのWGは、2018年9月のTMB会議で最終報告書及び推奨事項をTMBに提出した。上記の1-4の
テーマについては、TMBが採択した推奨事項では既存のガイダンス文書及びポリシーの認知度向上 (例
えば、利害関係者関与及びコミュニケーションポリシーに関するもの)及びガイダンス文書をより多く作
成するためのメンバーからの更なる情報の収集(例えば、移行に関する最良実施事例に関するもの)を重
視した。詳細については、TMB決議 90-93/2018を参照すること。機械可読規格に関する作業グループの
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details. See item 2, below, for the outcomes of the working group on machine-readable standards.
What this means for you: ISO members will receive further communications from the TMB secretariat
relating to the outcomes of these WGs, some purely for information and others requesting input on open
commenting platforms and national translation practices. In the meantime, if you have any questions about
the outcomes of this Task Force, please contact the TMB secretariat at tmb@iso.org.

3. Strategic Advisory Group on Machine-readable standards
Background: Working Group 5 of the TF on Alternative standardization processes explored how ISO
should tackle the challenge of developing machine-readable standards. It its final report to the TMB, it
recommended setting up a Strategic Advisory Group (SAG) to develop a roadmap on the introduction and
implementation of machine-readable standards within ISO, including identifying ISO standards that are a
priority for transformation from text into machine-readable standards. The SAG’s mandate also includes
the development guidelines for technical committees and provision of input on the subject for the next ISO
Strategic Plan 2021-2025. The SAG will include representatives from CPAG, ITSAG, and IEC.

The TMB approved the creation of this SAG via TMB Resolution 94/2018. See the Resolution for full details
of the SAG’s mandate and membership.
What this means for you: Are you interested in the evolution of machine-readable standards in ISO?
Updates on the progress of this SAG will be provided in future editions of the TMB Communiqué. For
questions or further information, you can contact the TMB Secretariat on tmb@iso.org.

4. Task Force on Project Management
Background: In 2017, the TMB created Task Force 11 on the “Implementation of Project Management
in ISO Standards development” with TMB Resolution 22/2017. In February 2018, the TMB extended the
mandate of TF 11 until the end of 2019 to continue to oversee the recommendations and created 2
advisory groups (AG) under the Task Force (TMB Resolution 9/2018). The first AG manages the
implementation/change management and the second AG advises on project management capacity
building. A survey was sent out to the members of the second AG to establish the skill requirements and
training programmes in place for staff who hold secretariat responsibilities. The objective of the survey is
to identify common skill gaps and needs for additional training. This information will be used to develop a
training programme by the end of Q4 2018 and to develop and pilot the training modules throughout 2019,
with the aim of launching the programme in 2020.
What this means for you: ISO/CS has developed material to help you in communicating the cultural
change on project management to your committees. There is a promotional video on project management,
plus brochures on Project Management Methodology (PMM) in the ISO environment and Roles,
responsibilities and capability requirements. The NSBs will be involved in rolling out the training courses
and in communicating the cultural change in project management.

5. Task Force on ISO Virtual Standards Development Process
Background: At its February 2017 TMB meeting, the TMB created the Task Force on ISO Virtual Standards
development process through TMB Resolution 24/2017 and TMB Resolution 10/2018. The focus of the
Task Force is standards development by using a virtual process instead of the traditional ISO committee
structure.
In the June 2018 TMB Communiqué, a call for candidates to test the IVP as a pilot was announced and
3
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結論については下記項目3を参照すること。
これが意味するところ: ISO会員はこれらのWGの結論に関するTMB事務局から更なる伝達を受け取るこ
とになります。その中には情報提供のみのものもありますが、公開コメントプラットフォーム及び国に
おける翻訳の実施に関するインプットの要請もあります。その間、本タスクフォースの結論に関して質
問がありましたら、tmb@iso.org宛てにTMB事務局までお問い合わせください。

3. 機械可読規格に関する戦略諮問グループ
背景: 代替標準化プロセスに関するTFの作業グループ5はISOが取るべき機械可読規格の開発の課題への
対処方法を検討した。TMBへの最終報告書で、同WGは、文字から機械可読規格への移行において優先
度が高いISO規格の識別を含め、ISO内での機械可読規格の導入及び実施に関するロードマップ作成のた
めに戦略諮問グループ(SAG)の設置を推奨した。同SAGの委任事項には専門委員会向けガイドラインの
作成、次のISO戦略計画2021-2025のテーマに関するインプットの提供も含まれる。同SAGにはCPAG、
ITSAG及びIECからの代表者も含まれることになっている。

TMBはTMB決議 94/2018を通して本SAGの設置を承認した。同SAGの委任事項及びメンバーシップに関
する全詳細については、本決議を参照すること。
これが意味するところ: ISOにおける機械可読規格の進化にご興味がおありですか。TMBコミュニケの
今後の号で本SAGの進捗の最新情報を提供します。ご質問又は詳細情報については、tmb@iso.org宛て
にTMB事務局までお問い合わせください。

4. プロジェクト管理に関するタスクフォース
背景: 2017年、TMBはTMB決議 22/2017にて、“ISO規格開発におけるプロジェクト管理の実施”に関す
るタスクフォース11を設置した。2018年2月、TMBは推奨事項の監督のため、TF11の委任を2019年末
まで延長し、2つの諮問グループ（AG）を同タスクフォース下に設置した(TMB決議 9/2018)。1つ目の
AGは実施及び変更管理及び2つ目のAGはプロジェクト管理能力開発に関して助言を与える。事務局の
責務を担う職員のための技能要求事項及びトレーニングプログラムの構築のために2つ目のAGのメン
バーに調査が送付された。同調査の目標は、共通する技能の不足及び追加トレーニングのニーズの識別
である。本情報は、2020年の同プログラムの開始を目指し、2018年第4四半期までのトレーニングプ
ログラムの開発及び2019年1年間にわたるトレーニングモジュールの開発及び試験運用のために使われ
る。
これが意味するところ: ISO/CSはプロジェクト管理に関する文化的変化を委員会に伝達するのを助ける
ために資料を作成しました。プロジェクト管理に関する宣伝ビデオ、加えて、ISO環境でのプロジェクト
管理手法(PMM)及び役割、責任及び能力要求事項に関する冊子があります。NSBはトレーニングコー
スの展開及びプロジェクト管理における文化的変化の伝達に関わることになります。

5. ISO仮想規格開発プロセスに関するタスクフォース
背景: 2017年2月のTMB会議にて、TMBはTMB決議 24/2017及びTMB決議 10/2018を通じて、ISO仮想
規格開発プロセスに関するタスクフォースを設置した。同タスクフォースの重点は、従来のISO委員会
構成ではなく、仮想プロセス使った規格の開発である。
2018年6月のTMBコミュニケで、同IVPをパイロットとして試す候補の募集が発表され、既存の委員会
3
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extended to existing committees. The Task Force received an application from ISO/TC 301, Energy
management and energy savings, on the revision of ISO 50003 (Energy management systems –
Requirements for bodies providing audit and certification of energy management) and unanimously
approved the application request. This project will be launched as a pilot in December 2018 until
December 2020.
What this means for you:
The call for candidates remains open! So, you still have a chance to submit a project proposal to test the
IVP as a pilot. The project proposal can come from an existing committee but we strongly encourage new
projects. For more information on the IVP and eligibility conditions, see the Guidance document on the
IVP.
New projects will be put on a ‘waiting list’ and examined by the Task Force starting February 2019.
Upcoming projects will be subject to vote. Upon approval, projects will be launched starting Q2 2019. If
you have any questions, contact Ms Mélanie Jacob, Task Force secretary: jacob@iso.org.

6. Strategic Advisory Group on Accessibility
Background: Based on a request from Swedish stakeholders for a more transparent, coherent and
structured approach to ISO-led standardization within the area of accessibility, the TMB took resolution
99/2018 to create an ISO Strategic Advisory Group (SAG) on Accessibility. The SAG was created for an
initial period of 2 years and mandated to align work on accessibility issues within IEC, ITU and ISO and
to map existing ISO standards related to accessibility. The objective is also to deliver guidelines, aids and
documents that assist the TC community in developing standards that take accessibility into consideration
and to give recommendations to ISO on how to include accessibility in international standards (IS) and
on the development of new standards on accessibility. The focus is to address, decide and monitor key
issues related to accessibility. SIS is the convenor of the SAG and the Secretariat is assumed by ISO/CS.
What this means for you: ISO standards should be accessible to all and the development of our
standards should be an inclusive process where everyone can participate. Are you interested in learning
more about the work of the SAG? We will inform you of how the work is progressing in future editions of
the TMB Communiqué, or you can contact the SAG Secretary Mikaela Sampson (sampson@iso.org) for
more information.

NEWS
7. LD Eicher Award, 2018 winner: ISO/TC 8 Ships and marine technology
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 both inside and outside of ISO.
The 2018 winner, announced at the ISO General Assembly in Geneva, is ISO/TC 8 Ships and marine
technology, whose secretariat is held by SAC (China). To learn more about the committee, see their
promotional video here.
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に拡大された。同タスクフォースはISO/TC 301 エネルギーマネジメント及び省エネルギー量からISO
50003(エネルギーマネジメントシステム－審査及び認証を行う機関に対する要求事項)の改訂に関して
申込みを受け、満場一致で同要請申請を承認した。本プロジェクトはパイロットとして2018年12月に
開始され、2020年12月まで続く。
これが意味するところ:
候補の募集はまだ受け付け中です! つまり、同IVPをパイロットとして試すプロジェクト提案を提出する
チャンスがあります。プロジェクト提案は既存の委員会から提出できますが、我々は新しいプロジェク
トを強く奨励します。同IVP及び適格条件に関する詳細については、IVPに関するガイダンス文書をご覧
ください。
新しいプロジェクトは‘順番待ちリスト’に載り、同タスクフォースが2019年2月から検討します。これか
らのプロジェクトは投票の対象となります。承認後、プロジェクトは2019年第2四半期から開始されま
す。ご質問がおありでしたら、同タスクフォースの事務局、Ms Mélanie Jacobにお問い合わせください:
jacob@iso.org.

6. アクセシビリティに関する戦略諮問グループ
背景: アクセシビリティの領域内でのISO主導の標準化に対するより透明性があり、包括的で構造化さ
れたアプローチを求めるスウェーデンの利害関係者からの要請に基づき、TMBはアクセシビリティに
関するISO戦略諮問グループ(SAG)の設置のために決議 99/2018を採択した。同SAGは最初2年の期間
で設置され、IEC、ITU及びISO内でアクセシビリティ問題に関する業務を整合し、アクセシビリティに
関連する既存のISO規格の全容図を作成するよう委任を受けている。TCコミュニティがアクセシビリ
ティに配慮した規格を開発するのを助けるガイダンス、教材及び文書の提供、国際規格(IS)にアクセシ
ビリティを盛り込む方法及びアクセシビリティに関する新しい規格の開発に関するISOへの推奨事項の
提供も目標である。アクセシビリティに関連する重要問題の識別、決定及び監視が重点である。SISが
同SAGのコンビーナを務め、ISO/CS が事務局を引き受ける。
これが意味するところ: ISO規格はすべての人にとってアクセシブルであることが望ましく、我々の規
格の開発はすべての人が参加できる包括的なプロセスであることが望ましいです。同SAGの業務につい
てもっと学ぶことに興味がおありですか。TMBコミュニケの今後の号にて同業務の進捗状況をお知らせ
します。または、同SAGの事務局、Mikaela Sampson (sampson@iso.org)まで詳細についてお問い合わ
せください。

ニュース
7. LD アイカー賞 2018年受賞者: ISO/TC 8 船舶及び海洋技術
背景: ローレンスD. アイカー賞はISO委員会の優れた業績を称えるために創設された。この賞は、ISOの
内外で委員会の成果を明示し、認知度を高める機会を委員会に提供する。
ジュネーブでのISO総会で発表された2018年の受賞者は、SAC(中国)が幹事国を務めるISO/TC 8 船舶
及び海洋技術である。同委員会について詳しく学ぶには、ここで同委員会の宣伝ビデオを視聴できる。
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ISO/TC 8 Ships and marine technology
Did you know that 90% of global trade is carried out by marine transportation? The industry has grown
exponentially over the last few decades, bringing with it issues related to safety, environment, security,
climate change, energy, trade and more.
ISO/TC 8 is one of ISO’s oldest technical committees (TC). It was founded in 1947, the same year ISO
was founded, and has published 323 standards to date. You might wonder how a 71-year-old TC
manages to remain relevant? With its clear strategy of bridging International regulations and Industry
demand, ISO/TC 8 is consistently contributing to the international maritime industry in nearly every
area.
This is the second time that ISO/TC 8 has been chosen as the winner of the LD Eicher award. As
John Walter, the ISO President, said in his speech announcing the winner; “ISO/TC 8 is a shining
example of the best of our technical
community”.
What makes this technical committee so
successful and which are their best
practices that other committees might
find useful?

The Secretariat of ISO/TC 8 is managed by the Standardization Administration of China (SAC). The
chair of the committee, Mr Yanqing Li, attributes their success to a proactive and timely response to
the maritime community and market needs. The committee has a wide range of experts that help find
effective solutions for the industry by using innovative practices within the ISO standards development
framework. Below are a few of these strategies employed by ISO/TC 8.
Good internal communication and information sharing
The ISO/TC 8 Chair organizes Chairman’s Strategic Advisory Group (CSAG), which is composed of
not only all the subcommittee Chairs, but also includes invited members that have important roles in
the maritime field. The CSAG meet twice a year to ensure sufficient exchange of information and
coordination among ISO/TC 8 and key industry stakeholders. Nine working groups have been
established under ISO/TC 8 to further respond directly to the market demand and to coordinate
subjects that could relate to more than one subcommittee. Participants also communicate with ISO/TC
8 beforehand when there are uncertainties with a new proposal. The parent committee thus ensures
the smooth introduction and development of new proposals.
Besides the committee-level working groups, ISO/TC 8 is a committee with a broad scope and 10
subcommittees. To enhance the internal communication and coordination, ISO/TC 8 started
organizing its own Secretaries’ week in 2010, which is designed as an internal gathering of the TC
Secretary and subcommittee secretaries.
Organization of meetings
With the aim of better planning, ISO/TC 8 organizes its annual meeting around the third week of
September since 2016. In this way, participants can make travel plans well in advance and keep travel
budgets low. The Secretary convenes a preparatory meeting one year ahead of the plenary meeting
with the host country. This helps to ensure participation from stakeholders, especially from industry,
right from the beginning.
5
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ISO/TC 8 船舶及び海洋技術
世界貿易の90%は海上輸送で実施されていることを知っていましたか。同産業は過去数十年間で飛躍
的に成長し、それとともに、安全、環境、安全保障、気候変動、エネルギー、貿易及びその他に関連
する問題をもたらした。
ISO/TC 8はISOの最も長い歴史を有する専門委員会(TC)の一つである。ISOが創立された1947年に創
立され、今日までに323件の規格を発行した。設置から71年経過したTCがどのようにして意味を持ち
続けられているのだろうかと思われるかもしれない。国際規制と産業需要の橋渡しをする明確な戦略
により、ISO/TC 8はほぼ全領域で国際海事産業に一貫して貢献している。
ISO/TC 8がLDアイカー賞の受賞者に選ばれるのは今回が2回目である。ISO会長であるJohn Walter
が受賞者を発表するスピーチで言ったように、“ISO/TC 8は我々の最良の専門業務の模範例である。”
この専門員会がこれほど成功を収めてい
る要因は何か、他の委員会の役に立つか
もしれない彼らの最良実施事例はどれか。

ISO/TC 8の幹事国運営は中国国家標準化管理委員会(SAC)が行っている。同委員会の議長であるMr
Yanqing Liは彼らの成功を海事コミュニティ及び市場ニーズへの積極的でタイムリーな対応の結果で
あると考えている。同委員会には、ISO規格開発の枠組み内で革新的方法を使用することで同産業の
ための有効な解決策を見つける手助けする幅広い専門家がいる。ISO/TC 8が用いる戦略のいくつか
を以下に挙げる。
良好な内部コミュニケーション及び情報共有
ISO/TC 8議長はすべての分科委員会の議長だけでなく、海事分野で重大な役割を持つ招待メンバー
から成る議長戦略諮問グループ(CSAG)を組織している。同CSAGはISO/TC 8と重要産業利害関係者
間の十分な情報交換及び連携を確実にするために年2回会議を行う。直接市場需要に対して更に対応
し、2つ以上の分科委員会に関係する可能性があるテーマを調整するために9つの作業グループが
ISO/TC 8下に設置されている。新しい提案に関して不確実なことがあれば、参加者は事前にISO/TC
8と連絡も取り合う。親委員会はこのように新しい提案の円滑な採用及び作成を確実にしている。
委員会レベルの作業グループに加え、ISO/TC 8は幅広い適用範囲及び10の分科委員会を持つ委員会
である。内部コミュニケーション及び連携を確実にするために、ISO/TC 8は2010年に同TC国際幹事
及び分科委員会国際幹事の内部会合として考案された独自の国際幹事週間の開催を始めた。
会議の開催
より良好な計画立案のため、ISO/TC 8は2016年以降自身の年次会議を9月の第3週付近に開催してい
る。これにより、参加者は出張の計画をかなり事前に立て、出張予算を低く保つことができる。事
務局は全体会議開催1年前に主催国との準備会議を招集する。これは利害関係者、特に産業界からの
参加を最初から確実にするのに役に立つ。
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ISO/TC 8 rotates the meeting place for its plenary meeting between Asia/Oceania, the Americas, and
Europe to balance the travel burden and to attract more new countries to join. Recently, ISO/TC 8
organized plenary meetings in Panama and Argentina to attract more participation from areas where
involvement can improve.
Involving new members
As mentioned, attracting new members is a high priority of the committee. This strategic recruiting
technique of hosting meetings in areas without P-Membership has been successful in recent years,
as Panama and Finland both decided to become P-members of ISO/TC 8 after hosting ISO/TC 8
gatherings in their respective countries.
Besides P- and O-Member participation, the committee relies heavily on liaisons with many other
committees and up to 26 liaisons with other international organizations. The working relationship with
the International Maritime Organization (IMO) is especially close, and the committee notes it is fully
committed to supporting the work of the UN in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
Attracting new members from developing countries is also a priority and besides plenary meetings, in
June 2017, a seminar on the development of Maritime Industry and Demand for Standardization was
held in Qingdao, China. Participants from developing countries including Malaysia, Indonesia and
Thailand were invited, and had an opportunity to learn more about the work of ISO/TC 8.

What this means for you: Do you think your committee deserves to be nominated? Then keep an eye
out for the call for nominations which will be launched in January 2019. Want to know more about the
achievements of ISO/TC 8? Read more in this news article on the ISO website.

8. New editions of the Getting started toolkits and My ISO Job
Background: The ‘Getting started toolkits’ and ‘My ISO Job’ brochure are designed to help newly
appointed Secretaries, Chairs and Convenors and experts get started in their new roles. They also
contain information and links to all the resources made available by ISO/CS.
ISO/CS updated these documents in July 2018 to reflect the latest changes in the ISO/IEC Directives and
Consolidated ISO Supplement (9th edition, May 2018), to include information on the new web
conferencing tool Zoom, and improve the guidance on project management, which continues to be a
priority of the TMB in 2018-2019.
What this means for you: Are you new to ISO or to the role of ISO Chair, Secretary, Convenor or expert?
If so, you will find lots of useful information in the Getting started toolkits, and in ‘My ISO Job’, to help you
get started. The TMB secretariat welcomes your feedback on these documents – please send any
comments to tmb@iso.org.

9.

New criteria on twinning – updated brochure and new forms

Background: At its June 2018 meeting, the TMB approved new requirements and a new process for
Twinning (TMB Resolution 64/2018) – for the full details, see this document. The new requirements and
process are applicable as of June 14th. They will be incorporated into the ISO Supplement for the May
2019 edition.
The TMB has also approved a transition period for existing Twinning agreements to allow twinned
partners to wrap-up their joint activities (TMB Resolution 65/2018). Existing agreements must be ended
by May 2020, or 5 years after the start of a Twinning arrangement, whichever date is latest. Additionally,
6
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ISO/TC 8は、出張の負担のバランスを取り、より多くの新しい国の参加を呼び込むために、全体会
議の会議場所をアジア/オセアニア、アメリカ大陸、ヨーロッパ間で持ち回り開催している。最近、
関与の改善が見込まれると思われる地域からより多くの参加を呼び込むために、ISO/TC 8はパナマ
及びアルゼンチンで全体会議を開催した。
新メンバーの関与
すでに述べたように、新しいメンバーの呼び込みは同委員会の高優先事項である。Pメンバーがいな
い地域の会議の開催というこの戦略的勧誘手法は、パナマ及びフィンランド両国が自国でのISO/TC
8の会合主催後にISO/TC 8のPメンバーになることを決めたように、近年成功を収めてきた。
P及びOメンバー参加に加え、同委員会はその他多くの委員会とのリエゾン及び他の国際機関との最
大26のリエゾンを非常に頼りにしている。国際海事機関(IMO)との業務関係は特に密接であり、同委
員会は持続可能な開発目標(SDG)の達成に向けた国連の業務の全面的な支援を表明している。
発展途上国からの新しいメンバーの呼び込みも優先事項であり、全体会議に加え、2017年6月には、
海事産業の発展及び標準化需要に関するセミナーを中国の青島で開催した。マレーシア、インドネ
シア及びタイを含む発展途上国からの参加者が招かれ、ISO/TC 8の業務に関して詳しく学ぶ機会を
得た。
これが意味するところ: ご自身の委員会が推薦されるのにふさしわしいとお考えですか。2019年1月に
開始される候補者の募集をお見逃しなく。ISO/TC 8の成果についてもっと知りたいですか。ISOウェブ
サイトにあるこちらのニュース記事でお読みください。

8. さあ始めよう ツールキット及び私のISO業務の新版
背景: ‘さあ始めよう ツールキット’及び‘私のISO業務’冊子は新しく任命された国際幹事、議長及びコン
ビーナと専門家が自身の新しい役割で仕事をし始めるのに役立つよう作られている。これには情報及
びISO/CSによって利用可能にされているすべてのリソースへのリンクが含まれている。
ISO/CSは、ISO/IEC専門業務用指針及びISO補足指針統合版(第9版、2018年5月)における最新の変更点
を反映し、新しいウェブ会議ツールであるZoomに関する情報を含め、2018年～2019年においては
TMBの優先事項であり続ける、プロジェクト管理に関するガイダンスを改善するために、3つの文書を
2018年7月に更新した。
これが意味するところ: ご自身はISO又はISO議長、国際幹事、コンビーナ又は専門家の役割に関しては
初心者ですか。もしそうでしたら、仕事を始める上で役に立つ便利な情報をさあ始めよう ツールキット
及び‘私のISO業務’で見つけることできます。TMB事務局はこれらの文書に関するフィードバックを歓迎
します – tmb@iso.orgまでどんなコメントもお送りください。

9. ツイニングに関する新基準 – 更新版冊子及び新様式
背景: 2018年6月の会議で、TMBはツイニングに関する新しい要求事項及び新しいプロセスを承認した
(TMB決議 64/2018) – 全詳細に関しては、こちらの文書を参照のこと。新しい要求事項及びプロセスは
6月14日をもって適用されています。2019年5月版のISO補足指針に組み入れられます。
TMBは、指導される側のパートナーが自身の合同活動を締めくくることを可能にするために、既存の
ツイニング協定の移行期間も承認した(TMB決議 65/2018)。既存の協定はツイニング協定の開始から5
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from May 2019 these Twinning arrangements must also submit annual performance assessments, as
required by the new process. Extensions/renewals of existing Twinning arrangements will not be
permitted. The Technical Programme Managers (TPMs) at ISO/CS are currently reaching out to their
committees that have twinning arrangements to inform them of the new requirements and process and
to ensure that they are aware of the time limits.
What this means for you: Are you interested in a Twinning arrangement? See our comprehensive page
on Twinning on ISO Connect and the updated Twinning is Winning brochure to learn more about the new
process and requirements (the more detailed Guidance on Twinning brochure is in the process of being
updated and will be published shortly). If you already have a Twinning partner in mind and are ready to
submit the request to ISO/CS, please see our updated Twinning request forms on www.iso.org/forms. It is
now mandatory to fill in a Twinning request form and a Twinning agreement and collaboration plan within
3 months of the Twinning request having been approved.

10.

Revision of Guide 59 – Code of good practice for standardization

Background: The TMB decided at its meeting in June 2016 to revise ISO/IEC Guide 59: 1994 “Code of
good practice for standardization” and to create a joint working group (JWG) between ISO and IEC for this
task (see TMB Resolution 78/2016). The TMB has approved the Committee Draft of ISO/IEC Guide 59 –
Code of good practice for standardization and its advancement to the Enquiry stage (see TMB Resolution
78/2018). The JWG members discussed the comments received on the CD ballot on 24th September in
Geneva. It is anticipated that the Guide will be published during June 2019.
What this means for you: The ballot on the Draft Guide for Enquiry stage will be launched during
November 2018 for a 16-week ballot where all the national members of ISO and IEC will be invited to
vote/comment on it. In the meantime, if you have any questions on the revision of Guide 59, you can
contact the JWG convenor, Mr. Patrick Bonnilla (pbonnilla@scc.ca) or the JWG Secretary, Ms. Nesreen
Al-Khammash (khammash@iso.org)

11.

Revision of Guide 82 – Guidelines for addressing sustainability in
standards

Background: The TMB approved a limited revision of ISO Guide 82:2014 with TMB Resolution 60/2018
in February 2018. ISO Guide 82:2014 provides guidance to standards writers on how to take account of
sustainability in the drafting, revision and updating of ISO standards and similar deliverables. The revision
is being done to incorporate the UN SDGs and the relevant sections of the guidance developed by TMB
TF 16 on UN SDGs.
The TMB decided to create a Working Group (WG) composed of experts in the field of sustainability
nominated by the TMB with a maximum of 2 experts per TMB member to undertake the revision. The call
for candidates has now closed and the WG has been created with the Swedish Standards Institute (SIS)
acting as the convenor.
What this means for you: Do you want to learn more about how to address sustainability in standards
development and how standards can help contribute to the SDGs? Make sure to check out the new revised
ISO Guide 82 once it is ready - we will announce this on ISO Connect.

12.

ISO standards supporting UN SDGs – new web tool and updated forms

Background: The TMB created a new Task Force in 2018 on the UN Sustainable Development Goals
(SDGs) to work on a solution to help users navigate the ISO standards catalogue and identify standards
7
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年後又は2020年5月のどちらか遅いほうをもって終了しなければならない。加えて、2019年5月からは
新しいツイニングプロセスが義務付けるように、これらのツイニング協定は年次成果評価の提出もし
なければならない。既存のツイニング協定の延長/更新は認められない。ISO/CSのテクニカルプログラ
ムマネジャー(TPM)は現在、ツイニング協定を結んでいる自身の委員会に新しい要求事項及びプロセス
を通知し、彼らが時間制限を承知していることを確実にするために接触をしている。
これが意味するところ: ツイニング協定にご興味がおありですか。新しいプロセス及び要求事項について
もっと学ぶために、包括的なISOコネクト上のツイニングに関するページ及び更新版のツイニングでウ
イニング冊子をご覧ください(ツイニング冊子に関するより詳細なガイダンスは更新作業中で、近日中
に発行予定)。すでにツイニングパートナーを決めており、ISO/SCに要請を提出する準備があおりでし
たら、www.iso.org/formsにある更新版のツイニング要請様式をご覧ください。ツイニング要請様式と、
ツイニング要請承認後3か月以内のツイニング協定及び協働プランの記入は現在必須となっています。

10. ガイド59 – 標準化のための優れた実施基準の改訂
背景: TMBは2016年6月のTMB会議でISO/IECガイド 59: 1994 “標準化のための優れた実施基準”の改訂及
び本作業のためにISOとIECの合同作業グループ(JWG)の設置を決定した(TMB決議 78/2016参照)。 TMB
はISO/IECガイド 59 – 標準化のための優れた実施基準の委員会ドラフト及び照会段階への前進 を承認し
た(TMB決議 78/2018参照)。同JWGメンバーは9月24日にジュネーブにてCD投票で受け取ったコメント
について議論した。同ガイドは2019年6月中に発行されると予測される。
これが意味するところ: 照会段階での同ガイド原案への投票は、ISO及びIECのすべての国家会員が投票/
コメントを行うよう促される16週間投票に付されるために、2018年11月中に開始されます。その間、ガ
イ ド 59 の 改 訂 に 関 し て ご 質 問 が お あ り で し た ら 、 同 JWG コ ン ビ ー ナ , Mr. Patrick Bonnilla
(pbonnilla@scc.ca)又は同JWG事務局、Ms. Nesreen Al-Khammash (khammash@iso.org)までお問い合
わせください。

11. ガイド82 – 規格の持続可能性に対処するための指針の改訂
背景: TMBは2018年2月にTMB決議 60/2018をもってISOガイド 82:2014の限定改訂を承認した。ISO ガ
イド 82:2014は規格作成者にISO規格及び類似する規格類の原案作成、改訂及び更新において持続可能
性を考慮する方法についてガイダンスを提供する。同改訂は国連SDG及びTMB TF 16が作成した国連
SDGに関するガイダンスの関連部分を組み入れるために行われている。
TMBは、同改訂のために、各TMBメンバーが指名できる専門家を最大2名として、TMBが指名した持続
可能性分野の専門家から成る作業グループ(WG)の設置を決定した。候補者の募集は締め切られおり、
同WGは、スウェーデン規格協会(SIS)をコンビーナとして、設置された。
これが意味するところ: 規格開発における持続可能性への対処方法及び規格が同SDGへの貢献に役立つ
ことができる方法をもっと学びたいですか。新しい改訂版ISOガイド82の準備ができたら、忘れずにご
覧ください – これについてはISO Connectで発表します。

12. 国連 SDGを支援するISO規格 – 新ウェブツール及び更新版様式
背景: TMBは、使用者がISO規格カタログを使いこなし、彼らにとって関心のあるSDGを支援する規格
を識別するのに役立つ解決策に取り組むために、2018年に国連の持続可能な開発目標(SDG)に関する
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that support the SDGs of interest to them. The outcome of this work is a new web tool, primarily aimed at
the public and users of ISO standards. This tool, which was officially launched at the recent ISO General
Assembly, is hosted on ISO.org (www.iso.org/sdgs) and presents each of the 17 SDGs with examples of
standards in action and links to all of the ISO standards that support that SDG.
The TF also developed a guidance document for ISO committees on how to look for partnerships to
promote the contribution of ISO standards to the achievement of the UN SDGs – this guidance document
is publicly available on e-committees.
As a result of the TF’s work, ISO/CS has also updated Form 4 (and will soon update Form 6) to include
a new field on SDGs so that proposers can indicate if their proposed standard will support any of the
SDGs. This information will be registered in ISO’s databases, linking to the ISO catalogue and web tool
to keep them up-to-date.
What this means for you: Does your committee develop standards that contribute to the achievement of
particular UN SDGs? Check to see if these are featured in the web tool at www.iso.org/sdgs and please
inform your Technical Programme Manager of any standards that should be added or modified.
We are continually looking for ideas for case studies that show, in action, ISO standards supporting the
SDGs. If you have examples of a company or government implementing an ISO standard to achieve its
sustainability goals, then we would be very interested to hear from you. Please contact Barnaby Lewis at
lewis@iso.org.
For an overview of how ISO standards contribute directly to the UN Sustainable Development Goals
(SDGs), see this brochure.

REMINDERS
13.

ISO Excellence Award

Background: The ‘ISO Excellence Award’ recognizes the work of technical experts, project leaders or
convenors in committee working groups who have made an exceptional contribution to the development of
a specific project. Nominations for the award can be submitted by peers (other experts, project leaders, or
convenors), committee leadership and Technical Programme Managers (nominations will then be
confirmed by the committee leadership). Awards may be given for projects that have been published within
the last year.
What this means for you: Recognizing the contributions of key individuals in the development of ISO
projects is important. Can you think of anyone you would want to nominate? If so, see the awards page
on iso.org (https://www.iso.org/iso-awards.html) to download the nomination form with details of the
selection criteria and process.

14.

ISO Services Toolkit & new case study on diving

Background: Over the last two decades, world exports of commercial services have more than
quadrupled, and international trade in services has continued to grow at a faster rate than trade in goods.
To help our members better understand the benefits of ISO service standards a new online toolkit has
been developed, bringing together in one place all available ISO resources related to service standards.
The ISO Services Strategy is explained, there are case studies on the use of different service standards,
and plenty of additional reading on how service standards are helping businesses, and the overall global
economy.
8
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新しいタスクフォースを設置した。本業務の結果が主に一般及びISO規格の使用者向けの新しいウェブ
ツールである。最近開催されたISO総会で正式に発表された本ツールは、ISO.org(www.iso.org/sdgs)上
で提供されており、17の同SDG一つ一つを規格使用の実例及び同SDGを支援するすべてのISO規格へ
のリンクとともに提示している。
同TFは、国連SDGの達成へのISO規格の貢献を推進するためのパートナーシップを探す方法に関する
ISO委員会向けガイダンス文書も作成した – 本ガイダンス文書はe-committeesにて公開されている。
同TFの業務を受け、ISO/CSは、提案規格が同SDGのいずれかを支援するかどうかを提案者が示すこと
ができるよう、SDGに関する新しい欄を含めるために様式4の更新も行った(様式6も近々更新予定)。本
情報は、最新の状態に保つためにISOカタログ及びウェブツールにリンクを貼り、ISOのデータベース
に登録される。
これが意味するところ: ご自身の委員会は特定の国連SGDの達成に貢献する規格を開発しますか。
www.iso.org/sdgsでウェブツールにそれらが取り上げられているか確認し、追加又は変更が望ましい規
格についてご自身のテクニカルプログラムマネジャーにお知らせください。
我々は絶えず、ISO規格が同SDGを支援していることを実際に示す事例研究に関するアイディアを求
めています。自身の持続可能目標の達成のためにISO規格を実施している企業又は行政府の例があれ
ば、我々はその話を聞くことに大変興味があります。lewis@iso.org宛てにBarnaby Lewisまでご連絡く
ださい。
国連の持続可能な開発目標(SDG)に対してISO規格がどのように直接的に貢献するかの概要については、
本冊子をご覧ください。

注意事項
13. ISOエクセレンス賞
背景: ‘ISOエクセレンス賞’は特定のプロジェクトの発展に非常に優れた貢献をした委員会作業グループ
の技術専門家、プロジェクトリーダー又はコンビーナの功績を称える。受賞候補者の推薦は同輩者 (本
人以外の専門家、プロジェクトリーダー又はコンビーナ)、委員会リーダーシップ及びテクニカルプログ
ラムマネジャー(推薦は委員会リーダーシップによって追って承認される)が提出できる。過去1年間で発
行されたプロジェクトが受賞の対象である。
これが意味するところ: ISOプロジェクトの発展おいて中心となった個人の貢献を称えることは重要です。
推薦したい人が思いつきますか。その場合、iso.orgの同賞のページ(https://www.iso.org/iso-awards.html)
をご覧いただき、選考基準及びプロセスの詳細とともに、推薦様式をダウンロードしてください。

14. ISOサービスツールキット & ダイビングに関する新事例研究
背景: 過去20年間で、商業サービスの世界輸出は4倍以上増え、サービスの国際貿易は商品の貿易よりも
速い速度で増え続けている。ISOサービス規格の便益ついて我々の会員が理解を深めるのを手助けする
ために、サービス規格に関する利用可能なISOリソースすべてを一つの場所にまとめた、新しいオンラ
インツールキットが開発された。ISOサービス戦略を説明し、様々なサービス規格の使用に関する事例
研究及び、どのようにサービス規格がビジネス及び世界経済全体の役に立っているかに関する多くの追
加の記事がある。
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ISO/CS has developed case studies where different organizations share their experience using different
service standards, how they implemented them, and the benefits they reaped. Our latest case study, which
focuses on Diving centres in Egypt, shows how the Egyptian Chamber of Diving and Water Sports (CDWS)
successfully used ISO 24803 as the benchmark for their dive centre operations. You can read it here.
What this means for you: Want to learn more about ISO service standards or need materials that you
can chare with your stakeholders? Check out the new online toolkit in the ISO Connect space dedicated
to the subject.

15.

New web-conferencing system (Zoom)

Background: Web and video conferencing are becoming essential services for the ISO community to
fulfill the work on standards development. It's therefore important that these services are easy to use and
well-integrated into our daily work.
In June 2018, when the contract with WebEx came to an end, ISO/CS replaced its virtual meeting platform
with a more efficient, cost-effective and well-integrated solution called Zoom. The IEC has also changed
to Zoom, making life easier for experts who work regularly with both ISO and IEC.
What this means for you: Participating in Zoom meetings does not require an account. However, the
organization and hosting of Zoom meetings does require a Zoom account, available to eligible officers and
project leaders.
To learn more about Zoom, see our dedicated page on ISO Connect. ISO/CS also provides a Quick Guide
to Zoom meetings and further training is available from Zoom. You can register for a Zoom Live training
or watch a recorded training session (with captions and transcripts) through this link:
https://zoom.us/livetraining.
Please feel free to contact webconferencing@iso.org with any questions you may have.

EVENTS
16.

World Smart City Forum 2018

Background: The World Smart City Forum 2018 will be held in Santa Fe, Argentina. The forum, led by
the ITU this year, will take place on 29-30 November 2018. Participants may register for the first day on
29 November while registrations for the Standards Organizations Workshop on the following day will be
made by invitation only.
The event will take place at the Universidad Tecnológica Nacional following ITU’s Kaleidoscope Academic
Conferences event: https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/Pages/default.aspx

The key topics at the event this year are challenges in smart-city development, forging solutions together,
technology trends and success stories and how standardization can support smart city solutions.
What this means for you: If you would like to participate in the event, you can register on the website:
https://www.worldsmartcity.org
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ISO/CSは様々な組織のサービス規格使用の経験、実施方法及び受けた便益を共有する事例研究を作成し
た。エジプトのダイビングセンターに注目した我々の最新の事例研究は、エジプトダイビング水上競技
会議所(CDWS)が自身のダイビングセンターの業務のベンチマークとしてのISO 24803を成功裏に使用
した方法を示している。ここで読むことが可能である。
これが意味するところ: ISOサービス規格についてもっと学びたい又は利害関係者と共有できる資料が必
要ですか。本テーマのためのISO Connectのスペースにある新しいオンラインツールキットをご覧くだ
さい。

15. 新ウェブ会議システム(Zoom)
背景: ウェブ及びビデオ会議はISOコミュニティにとって規格開発の業務遂行に必要不可欠なサービスに
なってきている。これらのサービスが使いやすく、我々の日常の仕事にうまく融合することが、それ故
に重要である。
2018年6月、WebExとの契約が終了をむかえた際、ISO/CSは自身の仮想会議プラットホームを、Zoom
と呼ばれるより効率的で、費用効率の良い、十分に統合されたソリューションに置き換えた。IECもZoomに
変更し、日常的にISOとIEC両方と仕事をする専門家は仕事がしやすくなった。
これが意味するところ: Zoom会議への参加にはアカウントは不要です。ただし、Zoom会議の企画及び
主催にはZoomアカウントが必要で、有資格者の幹部及びプロジェクトリーダーが利用できます。
Zoomについてもっと知るには、ISO Connectの専用ページをご覧ください。ISO/CSはZoom会議のクイ
ックガイドの提供もしており、更なるトレーニングがZoomで利用可能です。Zoomライブトレーニング
への登録及び録画されたトレーニングセッションの視聴(字幕及び台本付き)が可能です。こちらのリン
クから進んでください: https://zoom.us/livetraining.
ご質問がおありでしたら、webconferencing@iso.orgまでお気軽にご連絡ください。

イベント
16. 世界スマートシティフォーラム2018
背景: 世界スマートシティフォーラム2018がアルゼンチンのサンタフェで開催される。今年はITUが主催
する同フォーラムは、2018年11月29日～30日に行われる。参加者は11月29日の初日については登録で
きるが、翌日の規格団体ワークショップへの登録は招待者限定である。
同イベントは、ITUカレイドスコープ学術会議イベントの後に、Universidad Tecnológica Nacionalにて
行われる: https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/Pages/default.aspx
同イベントの今年の重要テーマは、スマートシティ開発における課題、解決策の共同構築、技術動向及
び成功談と、標準化によるスマートシティソリューション支援の方法である。
これが意味するところ: 同イベントに参加されたいなら、こちらのウェブサイトで登録できます:
https://www.worldsmartcity.org
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17. ISO Services workshop in Singapore, 24-26 June 2019
Background: Following requests from ISO members to hold a workshop on service standardization in the
Asia-Pacific region, an event is being organized for 2019 in collaboration with the ISO member in
Singapore, Enterprise SG. The aims of this workshop, in line with the ISO Strategy for service
standardization adopted in 2016, are to promote ISO as a publisher of standards for services; to connect
ISO members and service sector stakeholders; to raise awareness amongst industry and government
stakeholders of the benefits of service standards and getting involved in the standards development
process; and to discuss trends and emerging market needs in the services sector. In order to attract the
maximum number of industry stakeholders, the event will be held back to back with the 2019 Seamless
Asia (27-29 June) commerce exhibition and conference, at the same venue. The Seamless Asia event is
expected to attract 6,000 attendees and the event will cover the future of payments, banking, identity, ecommerce and retail.
The theme of the workshop will be disruptions and challenges to service provisions brought about by
emerging technologies, new business models in the services sector, and how standards can help.
What this means for you: Are you interested in attending the Singapore workshop? Save the dates of
June 24-26, 2019 now and look out for further communications with details on the workshop agenda and
how to register. Do you work on service standards and have suggestions for specific topics, speakers or
ISO standards to be featured during the conference? We welcome your input –please send your ideas to
Belinda Cleeland, cleeland@iso.org.

18. Joint PASC-ISO workshop on Standards and Regulatory Stewardship, 8-9 April
2019
Background: ISO is always looking for opportunities to promote the use of International Standards by
policy makers and continues to receive interest from members on this topic (see www.iso.org/policy for
resources). With the theme of the 2019 PASC General meeting being ‘Standards and regulatory
stewardship’, ISO has taken the opportunity to partner with the New Zealand Standards Organization
(NZSO), the 2019 hosts of the PASC Annual General Meeting, in organizing a workshop on this topic.
The workshop will explore the role of standards in the context of regulatory stewardship, when and how
standards can be used most effectively by regulators, how regulators are using standards as part of their
regulatory toolkit, and how ISO and its members (national standards bodies) can partner with regulators
in the use of standards.
What this means for you: If you are interested in attending this workshop, please save the date of 8-9
April 2019. The workshop will take place in Wellington, New Zealand, in the same venue as the 42nd PASC
Annual General Meeting and will be open to anyone (not only PASC members). Keep an eye out for further
announcements on ISO Connect and in the February 2019 TMB communiqué with more information and
registration details.

NEW COMMITTEES
Reminder: The proposers of new fields of work in ISO (proposals for a new TC or PC) have the option
to organize web conference sessions to publicize their proposal and to answer any questions from ISO
members. This is normally done half-way through the 12-week voting period. The proposer is
responsible for running the web conference and making the presentation. A process has been developed
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17. シンガポールでのISOサービスワークショップ (2019年6月24日～26日)
背景: ISO会員からのアジア太平洋地域でのサービス標準化に関するワークショップの開催要請を受け、シ
ンがポールのISO会員であるEnterprise SGと共同で、2019年開催に向けイベントが企画されている。本ワ
ークショップの目標は、2016年に採択されたサービス標準化に関するISO戦略に従い、サービスに関す
る規格の発行者としてISOを宣伝し、ISO会員とサービスセクター利害関係者を結びつけ、サービス規格
及び規格開発プロセスへの関与の便益に関する産業界及び政府利害関係者の間での認知度を上げ、サー
ビスセクターの動向及び新興市場ニーズについて議論することである。最大数の産業界の利害関係者を
呼び込むために、同イベントはシームレスアジア2019商業展示及び会議(6月27日～29日)の直前に同じ
会場で行われる。シームレスアジアのイベントでは6000人の来場者を見込んでおり、支払、銀行取引、
利用者識別（ID）、電子商取引、小売の未来を取り上げる。
同ワークショップのテーマは新興技術がもたらすサービス提供に対する阻害及び試練、サービスセクタ
ーの新しいビジネスモデル、規格ができる支援である。
これが意味するところ: シンガポールのワークショップへのご参加に興味がおありですか。今すぐ2019
年6月24日～26日まで日程をおさえて、同ワークショップの議題及び登録方法に関する今後の連絡にご
注目ください。サービス規格に従事し、同会議にて取り上げるべき特定のテーマ、講演者又はISO規格
に関して提案がおありですか。インプット大歓迎です – アイディアをBelinda Cleeland
cleeland@iso.orgまでお送りください。

18. 規格及び規制管理責任に関するPASC-ISO合同ワークショップ (2019年4月8日～9日)
背景: ISOは政策立案者による国際規格の使用の推進の機会を常に探しており、会員から本テーマに関す
る関心を引き続き受け取っている(リソースに関してはwww.iso.org/policyを参照)。2019年のPASC総会
のテーマが‘規格及び規制管理責任’であることを受け、ISOはこの機を利用して、PASC総会の2019年主
催者であるニュージーランド規格協会と本テーマに関するワークショップの開催で手を結んだ。
同ワークショップは規制管理責任における規格の役割、規制当局による最も有効な規格の使用のタイミ
ング及び方法、規制当局による規制ツールキットの一部としての規格の使用がどのように行われている
か、ISO及びその会員(国家規格団体)が規格使用に関して規制当局とどのように提携できるか検討する。
これが意味するところ: 本ワークショップへの参加にご興味がおありでしたら、2019年4月8日～9日ま
で日程をおさえてください。同ワークショップはニュージーランドのウェリントンにて、第42回PASC
年次総会と同じ会場で開催され、(PASCメンバーだけでなく)どなたでもご参加いただけます。ISO
Connect及び2019年2月のTMBコミュニケでの詳細情報及び登録に関する詳細を伴う更なる発表を今後
お見逃しなく。

新規委員会
注意事項: ISO新業務分野(新しいTC又はPCの提案)の提案者には、自身の提案を宣伝し、ISO会員から
の質問に答えるためのウェブ会議セッションを企画する選択肢があります。これは通常、12週間投票期
間の半ば頃に行われます。提案者には同ウェブ会議を運営し、プレゼンテーションを行う責任がありま
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to guide members on the best practice when organizing these web sessions. For further information,
please contact the TMB secretariat (tmb@iso.org).
For information on recent proposals for new fields of work and their status, see this page on ISO Connect.

TMB RESOLUTIONS
All TMB Resolutions are available on e-committees:
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse&viewType=1
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す。このウェブ会議を企画する際の最良好実施事例に関して会員を導く目的で、プロセスが開発されま
した。詳しい情報については、TMB事務局(tmb@iso.org) までお問い合わせください。
新業務分野提案及びその承認状況に関する情報については、ISO Connectにあるこちらのページをご覧く
ださい。

TMB決議
すべてのTMB決議はe-committeesにて入手可能です。
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse&viewType=1
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