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ISO/CASCO国内対応委員会　事務局
（一般財団法人日本規格協会）

　本表は、ISO/CASCO（適合性評価委員会）にて開発された／改訂・開発中の文書をご紹介するものです。
　なお、ISO/CASCO国内対応委員会以外において審議・開発される／されたISO、IEC、JISも一部含まれています。

規格番号 新発行 対応JIS 新発行 規格名称 備考
ISO/IEC
Guide 23

1982 － － Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems
（【仮訳】第三者認証制度のために規格への適合を表示するための方法）

＜作業中＞
17033（改訂中）に統合して
廃止予定。

ISO
Guide 27

1983 － － Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse
of its mark of conformity
（【仮訳】適合マークの誤用の場合に認証機関が取る是正処置の指針）

＜作業中＞
17033（改訂中）に統合して
廃止予定。

ISO/IEC
Guide 60

2004 Q 0060 2006 Conformity assessment－Code of good practice
（【JIS】適合性評価－適正実施基準）

SR投票中
(～1908）

ISO/IEC
Guide 68

2002 － － Arrangements   for   the   recognition   and   acceptance   of   conformity assessment
results
（【仮訳】適合性評価結果の承認及び受入れのための取決め）

ISO/IEC
17000

2004
（改訂中）

Q 17000 2005 Conformity assessment－Vocabulary and general principles
（【JIS】適合性評価－用語及び一般原則）

＜作業中＞
・改訂
・WG49
・目標：2020年

ISO/IEC
17007

2009 － － Conformity assessment－Guidance for drafting normative documents suitable for use for
conformity assessment
（【仮訳】適合性評価－適合性評価での仕様に適した規範文書の起草の手引）

ISO/IEC
17011

2017 Q 17011 2018 Conformity   assessment － General   requirements   for   accreditation bodies accrediting
conformity assessment bodies
（【JIS】適合性評価－適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要求事項）

ISO/IEC
17020

2012 Q 17020 2012 Conformity  assessment－Requirements  for  the  operation  of  various types of bodies
performing inspection
（【JIS】適合性評価－検査を実施する各種機関の運営に関する要求事項）

ISO/IEC
TS 17023

2013 － － Conformity  assessment－Guidelines  for  determining  the  duration  of management system
certification audits
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステム認証審査の工数の決定に関する指針）

ISO/IEC
17024

2012 Q 17024 2012 Conformity assessment－General requirements for bodies operating certification of persons
（【JIS】適合性評価－要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項）

ISO/IEC
17025

2017 Q 17025 2018 General  requirements  for  the  competence  of  testing  and  calibration laboratories
（【JIS】試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項）

ISO/IEC
TR 17026

2015 － － Conformity  assessment － Example   of   a   certification   scheme   for tangible products
（【仮訳】適合性評価－有形製品の認証スキームの例）

ISO/IEC
TS 17027

2014 － － Conformity   assessment － Vocabulary   related   to   competence   of persons used for
certification of persons
（【仮訳】適合性評価－要員認証に用いる要員の力量に関する用語）

ISO/IEC
TR 17028

2017 － － Conformity assessment -- Guidelines and examples of a certification scheme for services
（【仮訳】適合性評価－サービスの認証スキームの指針及び事例）

ISO/IEC
 17029

（新規） Conformity assessment－General requirements for validation/verification bodies
（【仮訳】適合性評価－妥当性確認/検証機関に対する一般要求事項）

＜作業中＞
・新規開発
・WG46
・目標：2019年

ISO/IEC
17030

2003
（改訂中）

Q 17030 2004 Conformity assessment－General requirements for third-party marks of conformity
（【JIS】適合性評価－第三者適合マークに対する一般要求事項）

＜作業中＞
・改訂中（G23,G27も統合）
・WG55
・目標：2021年

ISO/IEC
TR 17032

2019 － － Guidelines and examples of a certification scheme for process
（【仮訳】プロセスの認証スキームの指針及び事例）

ISO
TS 17033

2019 － － Ethical claims and supporting information -- Principles and requirements
（【仮訳】エシカルクレイム及び裏付け情報－原則及び要求事項）

ISO
17034

2016 Q 17034 2008 General requirements for the competence of reference material producers
（【JIS】標準物質生産者の力量に関する一般要求事項 ）

ISO/IEC
17040

2005 Q 17040 2006 Conformity assessment－General requirements for peer assessment of conformity assessment
bodies and accreditation bodies
（【JIS】適合性評価－適合性評価機関及び認定機関の同等性評価に対する一般要求事項）

SR投票中
（～1908）

ISO/IEC
17043

2010 Q 17043 2011 Conformity assessment－General requirements for proficiency testing
（【JIS】適合性評価－技能試験に対する一般要求事項）

ISO/IEC
17065

2012 Q 17065 2012 Conformity assessment－Requirements for bodies certifying products, processes and services
（【JIS】適合性評価－製品，プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項）

ISO/IEC
17067

2013 Q 17067 2014 Conformity  assessment－Fundamentals  of  product  certification  and guidelines for product
certification schemes
（【JIS】適合性評価－製品認証の基礎及び製品認証スキームのための指針）

ISO/CASCO規格開発状況

1.　発行文書　及び　新規・改訂文書

※　JIS未発行の文書の規格名称は仮訳。JIS発行済の文書はJIS規格名称。
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ISO
TS 22003

2013
（改訂中）

Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of
food safety management systems
（【仮訳】食品安全マネジメントシステム－食品安全マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関
に対する要求事項）

＜作業中＞
・TS22003をIS化し、ISO
22003-1として改訂予定
（17021をベースとして追加
要求事項を記載）。
・このほかISO 22003-2を新
規開発予定（22003のスコー
プを拡大して17065をベース
として要求事項を追加）。
・JWG36（TC34/SC17共同）
・目標：
　-1=2021年
　-2=2021年

ISO/IEC
17021-1

2015 Q 17021-1 2015 Conformity assessment－Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems－Part 1: Requirements
（【JIS】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 1 部：
要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-10

2018 Q 17021-10 2018* Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of
occupational health and safety management systems
（【JIS】適合性評価―マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第10部：労
働安全衛生マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

*　原案作成：一般財団法人
日本規格協会、中央労働災
害防止協会

ISO/IEC
TS 17021-11

2018 － － Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems -- Part 11: Competence requirements for auditing and certification of
facility management (FM) management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 11
部：ファシリティマネジメント（FM）マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-12

（新規） Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems -- Part 12: Competence requirements for auditing and certification of
collaborative business relationship management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 12
部：協力的なビジネス関係マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

＜作業中＞
・新規開発
・（WG未定）
・目標：2020年

ISO/IEC
17021-2

2016 Q 17021-2 2018 Conformity  Assessment－Requirements  for  bodies  providing  audit and  certification  of
management  systems － Part  2:  Competence requirements    for    auditing    and
certification    of    environmental management systems
（【JIS】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 2 部：
環境マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
17021-3

2017 Q 17021-3 2017 Conformity  Assessment－Requirements  for  bodies  providing  audit and  certification  of
management  systems － Part  3:  Competence requirements  for  auditing  and  certification
of  quality  management systems
（【JIS】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 3 部：
品質マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-4

2013 － － Conformity assessment－Requirements for bodies providing audit and certification    of
management    systems  － Part    4:    Competence requirements  for  auditing  and
certification  of  event  sustainability management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 4 部：
イベントの持続可能性に関するマネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-5

2014 － － Conformity assessment－Requirements for bodies providing audit and certification    of
management    systems  － Part    5:    Competence requirements  for  auditing  and
certification  of  asset  management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 5 部：
アセットマネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-6

2014 － － Conformity assessment－Requirements for bodies providing audit and certification    of
management    systems  － Part    6:    Competence
requirements  for  auditing  and  certification  of  business  continuity management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 6 部：
事業継続マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-7

2014 － － Conformity assessment－Requirements for bodies providing audit and certification    of
management    systems  － Part    7:    Competence requirements   for   auditing   and
certification   of   road   traffic   safety management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 7 部：
道路交通安全マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-8

2019 － － Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems -- Part 8: Competence requirements for auditing and certification of
management systems for sustainable development in communities
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 8 部：
コミュニティの持続可能な開発マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）

ISO/IEC
TS 17021-9

2016 － － Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of
management systems -- Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-
bribery management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項－第 9 部：
反贈賄マネジメントシステムの審査及び認証に関する力量要求事項）
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ISO/IEC
17050-1

2004 Q 17050-1 2005 Conformity  assessment－Supplier’s  declaration  of  conformity－Part 1：General
requirements
（【JIS】適合性評価―供給者適合宣言―第 1 部：一般要求事項）

SR投票中
（～1912）

ISO/IEC
17050-2

2004 Q 17050-2 2005 Conformity  assessment－Supplier’s  declaration  of  conformity－Part 2：Supporting
documentation
（【JIS】適合性評価－供給者適合宣言－第 2 部：支援文書）

SR投票中
（～1912）

以上
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規格番号 発行年 対応 JIS 発行年 規格名称 切替先
ISO/IEC
Guide 7

1994 － － Guidelines  for  drafting  of  standards  suitable  for  use  for
conformity assessment
（【仮訳】適合性評価のための使用に適した規格作成の指針）

ISO/IEC 17007:2009

ISO/IEC
Guide 16

1978 － － Code of principles on third-party certification systems and related
standards
（【仮訳】（省略））

ISO/IEC Guide 60:1994

ISO/IEC
Guide 22

1996 Q 0022 1997 General criteria for supplier's declaration of conformity
（【JIS】供給者による適合の宣言に関する一般基準）

ISO/IEC 17050-1,-2:2004

ISO/IEC
Guide 25

1990 Z 9325 1996 General  requirements  for  the  competence  of  calibration and
testing laboratories
（【JIS】校正機関及び試験所の能力に関する一般要求事項）

ISO/IEC 17025:1999

ISO/IEC
Guide 28

2004 － － Conformity assessment － Guidance on a third-party certification
system for products
（【仮訳】適合性評価－製品に関する第三者認証システムのガイダンス）

ISO/IEC TR17026:2015

ISO/IEC
Guide 39

1988 － － General requirements for the acceptance of inspection bodies
（【仮訳】（省略））

ISO/IEC 17020:1998

ISO/IEC
Guide 40

1983 － － General requirements for the acceptance of certification bodies
（【仮訳】（省略））

ISO/IEC Guide 65:1996

ISO/IEC
Guide 42

1984 － － Guidelines for a step-by-step approach to an international
certification system
（【仮訳】（省略））

なし

ISO/IEC
Guide 43

1984 － － Development   and   operation   of   laboratory  proficiency
testing
（【仮訳】（省略））

ISO/IEC Guide 43-1, -
2:1997

ISO/IEC
Guide 43－1

1997 Q 0043-1 1998 Proficiency testing by interlaboratory comparisons－  Part 1：
Development and operation of proficiency testing schemes
（【JIS】試験所間比較による技能試験  第 1 部：技能試験スキームの開
発及び運営）

ISO/IEC 17043:2010

ISO/IEC
Guide 43－2

1997 Q 0043-2 1998 Proficiency testing by interlaboratory comparisons－  Part 2：
Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory
accreditation bodies
（【JIS】試験所間比較による技能試験  第 2 部：試験所認定機関による
技能試験スキームの選定及び利用）

ISO/IEC 17043:2010

ISO/IEC
Guide 44

1985 － － General  rules  for  ISO  or  IEC  international  third-party
certification schemes for products
（【仮訳】（省略））

なし

ISO/IEC
Guide 48

1986 － － Guidelines for third-party assessment and registration of a
supplier's Quality System
（【仮訳】（省略））

ISO/IEC Guide 62:
1996

ISO/IEC
Guide 53

2005 － － Conformity  assessment － Guidance  on  the  use  of  an
organization’s  quality  management  system  in  product
certification
（【仮訳】適合性評価－製品認証における組織の品質マネジメントシステ
ムの活用に関する指針）

ISO/IEC TR17026:2015

ISO/IEC
Guide 56

1989 － － An approach to the review by a certification body of its own
internal quality system
（【仮訳】（省略））

なし

ISO/IEC
Guide 57

1991 － － Guidelines for the presentation of inspection results
（【仮訳】（省略））

ISO/IEC 17020:1998

ISO/IEC
Guide 58

1993 Z 9358 1996 Calibration  and  testing  laboratory  accreditation  systems
－ General requirements for operation and recognition
（【JIS】校正機関及び試験所の認定システム－運営及び承認に関する一般
要求事項）

ISO/IEC 17011:2004

2.　廃止された文書

※　JIS化された文書の規格名称は JIS規格名称。

ISO/CASCO規格開発状況
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ISO/IEC
Guide 61

1996 Z 9361 1996 General requirements  for assessment  and  accreditation of
certification/registration bodies
（【JIS】認証機関及び審査登録機関の認定審査並びに認定機関に対する一
般要求事項）

ISO/IEC 17011:2004

ISO/IEC
Guide 62

1996 Z 9362 1996 General  requirements  for  bodies  operating  assessment and
certification/registration of quality systems
（【JIS】品質システム審査登録機関に対する一般要求事項）

ISO/IEC 17021:2006

ISO/IEC
Guide 65

1996 Q 0065 1997 General   requirements   for   bodies   operating   product
certification systems
（【JIS】製品認証機関に対する一般要求事項）

ISO/IEC 17065:2012

ISO/IEC
Guide 66

1999 Q 0066 2000 General requirements for bodies operating assessment and
certification/registration of environmental management systems
(EMS)
［【JIS】環境マネジメントシステム（EMS）の審査登録機関に対する一般
要求事項］

ISO/IEC 17021:2006

ISO/IEC
Guide 67

2004 Q 0067 2005 Conformity   assessment  － Fundamentals   of   product
certification
（【JIS】適合性評価－製品認証の基礎）

ISO/IEC 17067:2013

ISO PAS
17001

2005 － － Conformity  assessment － Impartiality － Principles   and
requirements
（【仮訳】適合性評価－公平性－原則及び要求事項）

Proc 33*へ統合

ISO PAS
17002

2004 － － Conformity assessment－Confidentiality－Principles  and
requirements
（【仮訳】適合性評価－機密保持－原則及び要求事項）

Proc 33*へ統合

ISO PAS
17003

2004 － － Conformity   assessment － Complaints   and   appeals －
Principles and requirements
（【仮訳】適合性評価－苦情及び異議申立て－原則及び要求事項）

Proc 33*へ統合

ISO PAS
17004

2005 － － Conformity  assessment － Disclosure   of   information －
Principles and requirements
（【仮訳】適合性評価－情報開示－原則及び要求事項）

Proc 33*へ統合

ISO PAS
17005

2008 － － Conformity assessment－Use of management systems－ Principles and
requirements
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの使用－原則及び要求事
項）

Proc 33*へ統合

ISO/IEC
TR 17010

1998 TR Q 0002 2000 General requirements  for bodies  providing  accreditation of
inspection bodies
（【JIS】検査機関の認定を提供する機関に関する一般要求事項）

ISO/IEC 17011:2004

ISO/IEC 17021 2011 Q 17021 2011 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems
（【JIS】適合性評価―マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に
対する要求事項）

ISO/IEC 17021-1:2015

ISO/IEC
TS 17022

2012 － － Conformity assessment — Requirements and recommendations for
content of a third-party audit report on management systems
（【仮訳】適合性評価－マネジメントシステムの第三者審査報告書の内容
に関する要求事項及び推奨事項）

ISO/IEC 17021-1：2015へ
統合

*　ProcはISO/CASCOの内部手順書。

以上
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