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JSAホームからJSA Webdeskへ移転
<国際標準化支援> の在処が変わりました

JSA Webdesk > 規格 > 国際標準化支援

JSA ホーム > 規格開発 > 国際標準化支援



32019

今までのアクセス法︓

https://www.jsa.or.jp/ JSAホーム > 規格開発 > 国際標準化支援

https://www.jsa.or.jp/
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これからのアクセス法（１）︓

https://webdesk.jsa.or.jp

JSA Webdesk

JSAホーム > 規格開発
にアクセスすると

JSA Webdesk > 規格
にリダイレクトされる
（2019-07現在）

https://webdesk.jsa.or.jp
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これからのアクセス法（２）︓

JSA Webdesk > 規格

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/

スクロールアップ

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/
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これからのアクセス法（３）︓

＜国際標準化支援＞にカーソルを移動すると、・・・
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これからのアクセス法（４）︓

サブメニューが現れるので、必要なメニューをクリックする
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ISOブロシュア動向
前回上層報告会（2019/4）以降の動向

コミッティ
マネジャー︖

Takako

JSA Webdesk > 規格 > 国際標準化支援 > ISO/IECの規定・政策等 > アーカイブ
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ISO ブロシュア動向
（前回ISO上層報告会（2019-04-15）以降の新規／改訂）
URL : https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_shiryo1/

日付 新／改 名称（内容） 現状

2019/5 削除 3-1 ISO Meetings ユーザガイド集 削除

2019/5 改訂 3-4 ISO定期⾒直しプロセスのガイダンス 掲載

2019/5 改訂 3-4 定期⾒直しのためのISO規格に関するチェックリスト 掲載

2019/5 改訂 4-8 ISO規格開発活動におけるツイニングのガイダンス 掲載

2019/5 新規 2-2-2 新業務についてのガイダンス 掲載

2019/5 統合改訂 2-2-3 原案をISO/CSに提出する際の要求事項及びガイドライン 掲載

2019/7 改訂 4-5 ISO⾏動規範 （近⽇掲載予定） 未掲載

2019-07-11 現在

JSA Webdesk > 規格 > 国際標準化支援 > ISO/IECの規定・政策等 > アーカイブ

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_shiryo1/


ISO ブロシュア動向
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オンライン化

ISO Meetings ユーザガイド集（pdf版を削除）

https://helpdesk-docs.iso.org/category/52-getting-started

新︓オンラインユーザガイド
各ページの更新が頻繁で、対訳版の作成
および維持が困難

旧︓PDF版ユーザガイドの対訳版

https://helpdesk-docs.iso.org/category/52-getting-started
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ちょっと寄り道

オンラインユーザガイドの現状

地球マークのアイコン（ ）は、
オンライン

Getting started with ISO services

Meetings
ISO Web Conferencing Tool (Zoom)
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ISO定期⾒直しプロセスのガイダンス（改訂）
ISO ブロシュア動向

 附属書 2 「他の役に⽴つ資料とリンク」追加
 委員会マネジャー向け情報増強

• ISO/CSから6か⽉前に事前通知
• これにより事前レビューを⾏う
• e-Committee上にフォルダを作成しコメント類を収集

 Editorial修正

定期⾒直しのためのISO規格に関するチェックリスト（改訂）
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ISO規格開発活動におけるツイニングのガイダンス（改訂）
ISO ブロシュア動向

経緯
2018年6⽉︓ツイニングの内容が⼤幅変更

2019年2⽉︓ツイニングガイダンス（⼤改訂）
2019年5⽉︓ツイニングガイダンス（今回改訂）

今回の改訂内容
 「委員会マネジャー」改訂
 Vice-Chair ⇒ Twinned-Chair は盛り込めず
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新業務についてのガイダンス（新規）
ISO ブロシュア動向

新業務について解説︓
 新標準化領域 (standardization areas)

• TMB, CSC/SPでの協議
 新業務分野 (fields of work)

• 新しいTC, PCの提案 (TS/P)
 新業務項目提案 (NP)

• 既存の委員会に提案
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原案をISO/CSに提出する際の要求事項及びガイドライン（統合改訂）

ISO ブロシュア動向

 要求事項とガイドラインが別文書であっ
たがそれらを統合

 数式、表、グラフィックスに関する諸注
意、許容されるファイル形式、ファイル
名称等を解説
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今回は以下を扱う︓
●前回報告会から内容的に変更のあった事項
●前回報告会では触れられていなかった事項

Directives Part 1, 2019年版
前回上層報告会以降の進展

Directives,
Directives,
Directives,

・・・

JSA Webdesk > 規格 > 国際標準化支援 > 報告会・交流会・講演会
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【２】 ISO/IEC専門業務用指針 及び 規格作成のツール等
【2-1】 ISO/IEC専門業務用指針 （ISO/IEC Directives）

ISO/IEC専⾨業務⽤指針第1部及び統合版ISO補⾜指針(2019年版)英和対訳版
ISO/IEC専⾨業務⽤指針第2部（2018年版）英和対訳版

JSA Webdesk > 規格 > 国際標準化支援 > ISO/IECの規定・政策等 > アーカイブ
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_shiryo1/#shiryou2

お知らせ

対訳版をWebdeskに掲載しました

注記︓本年は第2部の改訂はないので、2018年版が最新です。

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_shiryo1/#shiryou2
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コンビーナのゲスト招待（1.12.2）

Convenors may invite a specific guest to participate in a single meeting.

仮訳︓
コンビーナは，1会議あたり1名の特定のゲストを招待することができる。

正訳（JSA訂正）︓
コンビーナは，単一の会議に限り特定のゲストを招待することができる。
 複数回の会議に渡り、特定のゲストを招待することは認められない。GD登録をしな

ければならない。
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PAS提案権（3.2.2）

TMBに当初提出された案︓
A proposal for submission of a PAS may be made by an A-liaison or C-
liaison (see 1.17) or by any P-member of the committee. In ISO, C-
liaisons cannot submit PAS.

訳︓ Aリエゾン、Cリエゾン、PメンバーはPAS提案ができる。ISOでは、
Cリエゾンはできない。

最終決定（ISO/CS訂正）︓
A proposal for submission of a PAS may be made by the Secretariat, an 
A-liaison or by any P-member of the committee. In IEC, a C-liaison 
may also submit a PAS (see 1.17).

訳︓幹事国、Aリエゾン、PメンバーはPAS提案ができる。IECでは、Cリ
エゾンもできる。
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TMB決議 20/2019
Project management culture change - ‘committee secretary’ to ‘committee 
manager’ in the 2019 edition of the ISO Supplement

“Committee secretary ”から“Committee manager ”へ

実際は、Directives Part 1, ForewordのISO/IEC対照表へ項目追記のみ
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附属書 I
ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許ポリシーの実施ガイドライン

英語名︓Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy 
for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC

Directives 掲載の版︓
2015年6⽉26⽇ 第2版

ISOホームページでの案内及びDirectivesからのURL参照の版︓
2018年11⽉2⽇ 第3版

【注記】
第2版から第3版への変更点︓
第三選択（実施許諾の意思なし）の場合に、特許権者に求められる
事項に関し、第2版においてはITUでは要求事項、ISO/IECでは要望
事項であったのが、第3版においてはITU/ISO/IECのすべてで要求
事項となった。

参照︓TMB決議 21/2018
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FDIS省略は許可事項か要求事項か

2011年以前︓DISで反対票がない場合、FDIS省略可
2012年︓DIS承認＋FDIS省略決議で可（FDISはオプション）
2014年︓FDIS省略がデフォルト
2015年︓DISで専⾨的変更がない⼜はあっても2/3以上の賛成で、FDIS省略可
2017年以降︓DISで専⾨的変更がない場合は、FDISを省略する（要求事項）

2017年以降、FDIS省略は要求事項となったが、Directives (2019)には、過去の経
緯を引きずった記述が残っている。例えば︓

2.1.3 Table 2, footnote c 
F.1 footnote 1st line
F.1 footnote f

近年のFDIS省略要件の変遷︓



＜お問合せ先＞

一般財団法人 ⽇本規格協会
国際標準化戦略ユニット

℡︓(03)4231-8520
E-mail︓kokusai3@jsa.or.jp

ご清聴ありがとうございました
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