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RESOLUTIONS ADOPTED BY THE TECHNICAL MANAGEMENT BOARD IN 2020

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 1/2020
Adopted by correspondence on 2020-01-09
Modification of the scope ISO/PC 325 Sex toys - Design and safety requirements for
products in direct contact with genitalia, the anus, or both
The Technical Management Board,
Approves the modified scope of ISO/PC 325 Sex toys - Design and safety requirements for
products in direct contact with genitalia, the anus, or both revised as follows:
Modified scope: (deletions are indicated by strikeout and additions underlined)
This document specifies safety and user information requirements relating to the materials and
design for manufactured products intended for sexual use.
This document covers only manufactured products that are intended to come in direct contact
with genitals and/or the anus.
This document is not primarily intended for products classified as medical devices, cosmetics or
assistive products for example lubricants, massage oil.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 2/2020
Adopted by correspondence on 2020-01-09
Appointment of technical committee chairs (December 2019)
The Technical Management Board,
Appoints the following chairs of the respective technical committees for the terms as indicated
below:
Nomination TC
ISO/TC 134
ISO/TC 264
ISO/TC 270
ISO/TC 285
ISO/TC 306
ISO/PC 325

Re-nomination TC
ISO/TC 27
ISO/TC 33
ISO/TC 149
ISO/TC 285

/

Mr Gang LIU
Mr Xiao JIANGYI
Mr Mario MAGGIANI
Mr Richard EBONG
Dr Yanchun LOU
Mr Johan ARRHENIUS

Mr Barry ISHERWOOD
Dr Olaf KRAUSE
Mr Siegfried NEUBERGER
Dr Ranyee CHIANG

nominated by
ISIRI
SAC
UNI
KEBS
SAC
SIS

term
2020-2022
2020-2022
2021-2026
2021-2023
2020-2022
2019-2024

SABS
BSI
DIN
KEBS

2020-2025
2020-2022
2018-2020*
2020

TMB決議

2020年

TMB決議 1/2020
2020年1月9日、通信により採択
ISO/PC 325 性具－性器、肛門又はその両方と直接接触する製品のための設計及び安全要
求事項の業務範囲の変更
TMBは、
以下の通り改訂されたISO/PC 325 性具－性器、肛門又はその両方に直接接触する製品の
ための設計及び安全要求事項 の変更後の業務範囲を承認する。
変更後の業務範囲: (削除部分は取消し線、追加部分は下線で表示)
本文書は性行為時に使用するための生産製品のための安全及び使用者情報要求事項を規定する
ものである。
本文書は性器、肛門及び／又はその両方に直接接触する生産製品のみを対象とする。
本文書は主に、医療機器、化粧品又は支援用具に分類される製品(例：潤滑剤、マッサージオイ
ル)のためのものではない。
TMB決議 2/2020
2020年1月9日、通信により採択
TC議長の任命 (2019年12月)
TMBは、
以下の各TC議長を下記の任期で任命する。
任命 TC
ISO/TC 134
ISO/TC 264
ISO/TC 270
ISO/TC 285
ISO/TC 306
ISO/PC 325

Mr Gang LIU
Mr Xiao JIANGYI
Mr Mario MAGGIANI
Mr Richard EBONG
Dr Yanchun LOU
Mr Johan ARRHENIUS

指名国
ISIRI
SAC
UNI
KEBS
SAC
SIS

任期
2020-2022
2020-2022
2021-2026
2021-2023
2020-2022
2019-2024

再任 TC
ISO/TC 27
ISO/TC 33
ISO/TC 149
ISO/TC 285

Mr Barry ISHERWOOD
Dr Olaf KRAUSE
Mr Siegfried NEUBERGER
Dr Ranyee CHIANG

SABS
BSI
DIN
KEBS

2020-2025
2020-2022
2018-2020*
2020
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TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 3/2020
Adopted by correspondence on 2020-02-07
Appointment of technical committee chairs (December 2019)
The Technical Management Board,
Appoints the following chairs of the respective technical committees for the terms as indicated
below:
Nomination TC
ISO/TC 146
ISO/TC 156
ISO/TC 188
ISO/TC 269

Dr James S. WEBBER
Mr Chao FENG
Mr Craig SCHOLTEN
Mr Hiroshi TANAKA

nominated by
DIN
SAC
SIS
DIN

term
2021-2023
2020-2022
2021-2023
2021-2026

Re-nomination TC
TC ISO/TC 158
ISO/TC 176
ISO/TC 204
ISO/TC 213
ISO/TC 227

Dr Adriaan M. H. VAN DER VEEN
Ms Katie ALTOFT
Mr Dick SCHNACKE
Mr Iain MACLEOD
Mr Wolfgang HERMANN

NEN
SCC
ANSI
BSI
JISC

2020-2022
2020
2020-2022
2020-2022
2020-2022

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 4/2020
Adopted by correspondence on 2020-02-07
Establishment of a new sub-committee Underwater welding under ISO/TC 44 and
allocation of the secretariat
The Technical Management Board,
Ratifies the decision of ISO/TC 44 Welding and allied processes to establish a new subcommittee
ISO/TC 44/SC 15 Underwater welding, and
Allocates the secretariat to ANSI (United States).

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 5/2020
Adopted by correspondence on 2020-02-11
Objections to withdrawal ballots (January 2020)
The Technical Management Board,
Noting the number of countries declaring that they use or have adopted these standards during
the systematic review ballot and the withdrawal ballot combined reaches the 5-country minimum
(as per the criteria in the ISO Supplement clause 2.9.3.2),
Decides to confirm the following standards:

/

TMB決議 3/2020
2020年2月7日、通信により採択
TC議長の任命 (2019年12月)
TMBは、
以下の各TC議長を下記の任期で任命する。
任命 TC
ISO/TC 146
ISO/TC 156
ISO/TC 188
ISO/TC 269

Dr James S. WEBBER
Mr Chao FENG
Mr Craig SCHOLTEN
Mr Hiroshi TANAKA

指名国
DIN
SAC
SIS
DIN

任期
2021-2023
2020-2022
2021-2023
2021-2026

再任名 TC
TC ISO/TC 158
ISO/TC 176
ISO/TC 204
ISO/TC 213
ISO/TC 227

Dr Adriaan M. H. VAN DER VEEN
Ms Katie ALTOFT
Mr Dick SCHNACKE
Mr Iain MACLEOD
Mr Wolfgang HERMANN

NEN
SCC
ANSI
BSI
JISC

2020-2022
2020
2020-2022
2020-2022
2020-2022

TMB決議 4/2020
2020年2月7日、通信により採択
ISO/TC 44下の新しい分科委員会 水中溶接の設置及び幹事国の割り当て
TMBは、
新しい分科委員会 ISO/TC 44/SC 15 水中溶接を設置するというISO/TC 44 溶接の決定を批准し、
幹事国をANSI (米国)に割り当てる。

TMB決議 5/2020
2020年2月11日、通信により採択
廃止投票への異議 (2020年1月)
TMBは、
これらの規格を使用している又は採用したと言明した国の数が定期見直し投票及び廃止投票時
を合わせると最小数の5か国に達すること(ISO補足指針 箇条2.9.3.2にある基準)に留意し、
以下の規格の確認を決定する。
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ISO/TC 26

ISO 1554:1976

Wrought and cast copper
alloys -- Determination of
copper content -- Electrolytic
method

ISO/TC 26

ISO 3220:1975

Copper and copper alloys -Determination of arsenic -Photometric method

ISO/TC 26

ISO 4746:1977

Oxygen-free copper --Scale
adhesion test

ISO/TC 26

ISO 6957:1988

Copper alloys -- Ammonia
test for stress corrosion
resistance

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 6/2020
Adopted by correspondence on 2020-02-14
IWA on Quality of clinical learning environments for healthcare professionals requirements
The Technical Management Board,
Approves the proposal for an IWA on Quality of clinical learning environments for healthcare
professionals - requirements, and
Allocates the secretariat to BSI (UK).

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 7/2020
Adopted by correspondence on 2020-02-28
Appointment of technical committee chairs (February 2020)
The Technical Management Board,
Appoints the following chairs of the respective technical committees for the terms as indicated
below:
Re-nomination TC
ISO/TC 25
Dr Pamela MURRELL
ISO/TC 137
Dr Monika RICHTER
ISO/TC 186
Mr Hua-Xin PENG

nominated by
BSI
SABS
SAC

term
2021-2023
2020-2022
2020-2022

Nomination TC
ISO/TC 61
ISO/TC 168

SAC
DIN

2020-2022
2020-2025

/

Mr Huub OMLOO
Dr Simone OEHLER

ISO/TC 26

ISO 1554:1976

展伸材用及び鋳物用銅合金
－銅の電解重量法

ISO/TC 26

ISO 3220:1975

銅及び銅合金－ひ素の光度
分析法

ISO/TC 26

ISO 4746:1977

無酸素銅－スケールはく離
試験

ISO/TC 26

ISO 6957:1988

銅合金－応力腐食抵抗評
価のためのアンモニア試
験

TMB決議 6/2020
2020年2月14日、通信により採択
医療従事者の臨床学習環境の質－要求事項に関するIWA
TMBは、
医療従事者の臨床学習環境の質－要求事項に関するIWAの提案を承認し、
幹事国をBSI (UK)に割り当てる。

TMB決議 7/2020
2020年2月28日、通信により採択
TC議長の任命 (2020年2月)
TMBは、
以下の各TC議長を下記の任期で任命する。
再任命 TC
ISO/TC 25
ISO/TC 137
ISO/TC 186

Dr Pamela MURRELL
Dr Monika RICHTER
Mr Hua-Xin PENG

指名国
BSI
SABS
SAC

任期
2021-2023
2020-2022
2020-2022

任命 TC
ISO/TC 61
ISO/TC 168

Mr Huub OMLOO
Dr Simone OEHLER

SAC
DIN

2020-2022
2020-2025
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TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 8/2020
Adopted by correspondence on 2020-03-02
Rotating secretariat for ISO/TC 38 Textiles between JISC and SAC
The Technical Management Board,
Noting the request from JISC and SAC for a rotating secretariat for ISO/TC 38 Textiles, and
Further noting that according to the TMB Working Procedures (clauses 8A and 8D, November
2019 edition) the members must meet the requirements in clause 1.9.1.b and Annex D of the
ISO/IEC Directives, Part 1,
Approves the request for a rotating secretariat for ISO/TC 38 Textiles between JISC and SAC.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 9/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Creation of a Joint Strategic Advisory Group (JSAG) on Gender responsive standards
The Technical Management Board,
Noting the ISO Gender Action Plan as approved by Council,
Approves the creation of an ISO and IEC Joint Strategic Advisory Group (JSAG) on Gender
responsive standards for a period of 2 years, with the following mandate, expected outcomes and
membership:
Mandate:
• Create tools to ensure standards are gender responsive
The SAG should take into account the ISO Gender Action Plan, the IEC Council Board Diversity
initiative and the UNECE gender responsive standards initiative.
Outcomes:
• A procedure to assess the possible gender implications when developing or revising a
standard
• Guidance on how to ensure that any data used when developing standards is gender
responsive (non-biased for all users)
• Guidance for committees on how to ensure their standards are gender responsive
• Proposals to the TMB on how to improve the gender responsiveness of the standards
development process, i.e. eventual changes to the ISO/IEC Directives.
Membership:
Nominated gender experts from the following TMB members (maximum 2 nominations per TMB
member):
• Experts nominated by: ANSI, BSI, SN, SCC, JISC, AFNOR, KATS, SIS
• IEC nominated experts
Leadership:
• Co-Convenor ISO: Karin Lindmark

/

TMB決議 8/2020
2020年3月2日、通信により採択
JISC・SAC間でのISO/TC 38 繊維の幹事国の持ち回り
TMBは、
ISO/TC 38 繊維の幹事国を持ち回りで担当したいというJISC及びSACからの要請に留意し、
TMB業務手順(箇条 8A及び8D、2019年11月版)によると、メンバーはISO/IEC 専門業務用指
針 第1部の箇条 1.9.1.b 及び附属書の要求事項を満たさなければならないことに更に留意し、
JISC・SAC間でのISO/TC 38 繊維の幹事国を持ち回りで担当したいという要請を承認する。
TMB決議 9/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
ジェンダーの視点を取り入れた規格に関する合同戦略諮問グループ(JSAG)の設置
TMBは、
理事会が承認したISOジェンダー行動計画に留意し、
以下の任務、期待される成果及びメンバーシップで、ジェンダーの視点を取り入れた規格に関
する共同戦略諮問グループ(JSAG)の2年間の設置を承認し、
任務:
• 規格がジェンダーの視点を取り入れていることを確実にするためのツールの作成
同SAGはISOジェンダー行動計画、IEC評議会多様性イニシアティブ及びUNECEジェンダーの
視点を取り入れた規格イニシアティブを考慮するべきである。
成果:
• 規格開発及び改訂時にジェンダーに与える可能性がある意味合いを評価する手順
• 規格開発時に使用するデータがジェンダーの視点を取り入れている(すべての使用者に
対して偏りがない)ことを確実にする方法についてのガイダンス
• 自身の規格がジェンダーの視点を取り入れているものであることを確実にするための委
員会向けのガイダンス
• 規格開発プロセスのジェンダーの視点の取り入れの改善方法に関するTMBへの提案、す
なわちISO/IEC 専門業務用指針の最終的変更点
メンバーシップ:
以下のTMBメンバーが指名するジェンダー専門家 (TMBメンバーにつき最大2名):
• 次が指名する専門家: ANSI, BSI, SN, SCC, JISC, AFNOR, KATS, SIS
• IECが指名する専門家
リーダーシップ:
• 共同コンビーナ ISO: Karin Lindmark
ⒸISO/JSA 2020
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•
•

Co-Convenor IEC:
Secretary: ISO/CS (possibly shared with IEC CO)

Asks the JSAG to provide regular progress reports for each TMB and ISO Council meeting, and
IEC Council Board meeting with the final report and recommendations to be delivered by the end
of 2021,
Invites the IEC to nominate representatives to this JSAG.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 10/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Task Force 11 on Implementation of project management in ISO standards development
The Technical Management Board,
Thanks TF 11 for its final recommendations and for having successfully delivered according to
its initial scope, budget and timeframe as described in TMB resolution 22/2017,
Approves the following actions:
1. Key performance indicators
To consider the following new indicators for the next revision of the TMB dashboard:
- % of projects with more than one target date
- % of projects meeting the selected timeframe after a change in SDT
- % of Committee Managers having completed the eLearning course, with the objective of
100% of the Committee Managers having completed the course by the end of 2020
- # of total cancellations compared to a 2018 baseline
- Expected average theoretical publication time
- # of projects starting with a PWI compared to a 2018 baseline
2. New flexible approach to meet market needs in a timely manner
ISO/CS to explore the possibility of a flexible development time that complements the current
SDTs and submit it to TMB for the September 2020 meeting.
3. Implementation of the removal of SDT 48
4. Implementation of eLearning training
ISO Members holding committee secretariat(s) to ensure that their Committee Managers
complete the course by the end of 2020.
All new Committee Managers should complete the eLearning modules within their first year
in the role.
5. Maintenance of TF deliverables
ISO/CS to update and to monitor the relevance of the deliverables produced by TF 11.

/

•
•

共同コンビーナ IEC:
事務局: ISO/CS (IEC COと分担の可能性あり)

各TMB及びISO理事会会議並びにIEC評議会会議のために定期進捗報告を提供し、2021年末ま
でに最終報告及び推奨事項を示すよう同JSAGに求め、
本JSAGへの代表者を指名するようIECに促す。
TMB決議 10/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
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
TMBは、
TMB決議 22/2017で述べた説明されている最終報告を提出し、当初の業務範囲、予算及び機
関通りの業務実施に成功したTF 11に感謝し、
以下の活動を承認し、
1. 重要業績評価指標
次版のTMBダッシュボードに向けて以下の新しい評価指標を検討する。
- 目標期日が複数あるプロジェクトの割合（％）
- SDTの変更後に特定の期間までに達成したプロジェクトの割合（％）
- 2020年末までに100%の委員会マネジャーがeラーニングコースを完了することを目標に、
同コースを完了した委員会マネジャーの割合（％）
- 2018年の基準値と比較した総中止件数
- 発行までにかかる理論上の予想平均期間
- 2018年の基準値と比較したPWIから始まるプロジェクト数
2. タイムリーに市場ニーズを満たすための新しい柔軟なアプローチ
ISO/CSは現在のSDTを補完する柔軟な開発期間の可能性を検討し、2020年9月の会議に向け
TMBに提出する。
3. SDT 48の撤廃の実施
4. eラーニングトレーニングの実施
委員会幹事国を務めるISO会員は自身の委員会マネジャーが2020年末までに同コースを完了
することを確実にする。
すべての新しい委員会マネジャーは着任後一年以内にeラーニングモジュールを完了するこ
とが望ましい。
5. 規格類のメンテンナンス
ISO/CSがTF 11が作成した規格類更新及びその市場性の監視を行う。
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6. Further training needs
The TMB notes the importance of extending/adapting the project management training for
other implicated parties such as Project Leaders, Convenors, Chairs and relevant ISO/CS
staff, and requests ISO/CS to take this into consideration in their resource planning.
Decides to disband TF 11 and expresses its gratitude to the Convenors, TF 11 members,
Secretary and ISO/CS staff for their excellent work done since February 2017, and
Recommends that the training be adapted for all leaders with a PM role in ISO, and
Requests that the WG Training within TF 11 continues and be actively engaged in the training
requirements and development.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 11/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Final report of the SAG on Machine-readable standards
The Technical Management Board,
Thanks the Convenor, Secretary and all the participants of the SAG on Machine-readable
standards for their excellent work in delivering the SAG’s final report, and recognizes the
importance of the implementation of SMART standards as a ISO new product.
Asks the SAG Convenor and ISO/CS to prepare a half-day TMB workshop in June 2020 to
develop its final recommendations to Council based on proposals in the roadmap submitted by
the SAG in their final report.
Approves the final report of the SAG on Machine-readable standards for presentation to the ISO
Council for information at this time, noting that after the TMB June workshop the TMB will make
recommendations to Council, and
Decides to extend the work of the SAG on Machine-readable standards with the following
mandate:
• To provide a recommendation to the TMB on how the DIN eCl@ss proposal can be
included in SAG’s roadmap
• To recommend other pilot projects on SMART standards implementation based on
ISO/TCs and/or NSBs use cases

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 12/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Revision of ISO Guide 82 Guidelines for addressing sustainability in standards
The Technical Management Board,
Thanks the working group on Guide 82 for its work on the limited revision of ISO Guide 82:2019,
and noting their recommendations,

/

6. 更なるトレーニングニーズ
TMBはプロジェクト管理トレーニングをプロジェクトリーダー、コンビーナ、議長及び
関連ISO/CS職員といったその他の関与者向けに拡大及び改変する重要性に留意し、リソ
ースに関する計画立案でこれを考慮に入れるようISO/CSに要請する。
TF 11の解散を決定し、2017年2月から優れた仕事をしてくれた素晴らしいコンビーナ、TF 11
メンバー、事務局及びISO/CS職員に感謝を表明し、
ISOにおけるPMの役割を加え、トレーニングをすべてのリーダー向けに改良することを推奨し、
TF 11内のWGトレーニングを継続し、トレーニング要求事項及び開発に積極的に関与するよう
要請する。

TMB決議 11/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
機械可読規格に関するSAGの最終報告
TMBは、
最終報告の作成において素晴らしい仕事をしてくれた機械可読規格に関するSAGのコンビーナ、
事務局及びすべての参加者に感謝し、ISOの新しい製品としてのSMART規格の実施の重要性を
認識し、
最終報告で同SAGが提示したロードマップにある提案をもとに、理事会への最終推奨事項を作
成する目的で、2020年6月に開催する半日のTMBワークショップを準備するようSAGコンビー
ナ及びISO/CSに求め、
6月のTMBワークショップ後にTMBが理事会に推奨事項を示すことに留意し、現時点での参考
のための理事会への提示のために、同SAGの機械可読規格に関する最終報告を承認し、
以下の任務をもって、機械可読規格に関するSAGの業務の拡大を決定する。
• DINのeCl@ss に関する提案をどうやってSAGのロードマップに入れるかに関してTMB
に推奨事項を提供する。
• ISO/TC及び／またはNSBの使用事例をもとに、SMART規格の実施に関するその他のパ
イロットプロジェクトを推奨する。

TMB決議 12/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
ISO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
TMBは、
限定的な改訂に取り組んでくれたガイド82に関する作業グループに感謝し、同グループの推奨
事項を留意した上で、
ⒸISO/JSA 2020
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Decides to review the need for a full revision of the Guide in 3 years’ time, and
Decides to disband the working group on Guide 82.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 13/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling request (ISO 14024:2018 and ISO 14025:2016)
for an exception to the neutrality principle
The Technical Management Board,
Noting the request from ISO/TC 207/SC 3 for an exception to the neutrality principle,
Further noting that approving this request is a breach to the separation principle (clause 33 of the
ISO/IEC Directives, Part 2), and is therefore detrimental to the ISO/IEC Directives and the
conformity assessment practices,
Requests ISO/TC 207/SC 3 to work together with CASCO to find a solution and to report back to
TMB at its June 2020 meeting.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 14/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Establishment of new Technical Committees on Natural stones and Engineered stones
The Technical Management Board,
Noting that the proposal from UNI to create a new technical committee on Natural and engineered
stones passed the member body vote, and
Further noting that as natural and engineered stones have different characteristics,
Establishes two separate TCs on a provisional basis, one on Natural stones (ISO/TC 327) with
the secretariat allocated to ANSI (United States) and one on Engineered stones (ISO/TC 328),
with the secretariat allocated to UNI (Italy), and asks the new TCs to submit their scopes to the
TMB for approval, and
Requests the TMB Secretariat to contact the ISO members that indicated their interest in the work
during the TS/P 284 ballot to confirm their interest in becoming members (P or O) in one or both
of the new TCs.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 15/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
BSI appeal on the decision of ISO/TC 46 regarding the Sark request for an alpha code

/

3年後に同ガイドの全面的な改訂の必要性について精査することを決定し、
ガイド82に関する作業グループの解散を決定する。
TMB決議 13/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
中立性原則に対する例外を求めるISO/TC 207/SC 3 環境ラベルの要請 (ISO 14024:2018及び
ISO 14025:2016)
TMBは、
中立性原則に対する例外を求めるISO/TC 207/SC 3 環境ラベルの要請に留意し、
本要請の承認は分離原則違反(ISO/IEC専門業務用指針 第2部の箇条33)であり、したがって、
ISO/IEC専門業務用指針及び適合性評価活動に悪影響をもたらすものであることに更に留意し、
解決策を見出すためにCASCOと協力し、2020年6月の会議でTMBに報告するようISO/TC
207/SC 3に要請する。
TMB決議 14/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択

天然石及び人工石に関する新しい専門委員会の設置
TMBは、
天然石及び人工石に関する新しい専門委員会を設置するというUNIの提案が会員団体投票を通過し
たことに留意し、
天然石と人工石は異なる特性を持っていることに更に留意し、
仮に、ANSI(米国)が幹事国を務める天然石に関するTC(ISO/TC 327)とUNI(イタリア)が幹事国
を務める人工石に関するTC(ISO/TC 328)の2つのTCを別々に設置し、承認のために自身の業務
範囲をTMBに提出するよう新しいTCに求め、
TS/P 284投票時に本業務に関心を示したISO会員にどちらか又は両方の新しい委員会のPメンバ
ーになることに関心があることを確認するために連絡を取るようTMB事務局に要請する。

TMB決議 15/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
alphaコードを求めるサーク島からの要請に関するISO/TC 46の決定に対するBSIの申し立て
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The Technical Management Board,
Noting the appeal received by BSI on 12 August 2018 against the ISO 3166/MA decision on the
Sark request for an alpha code, and having reviewed the process and criteria for assignment of
codes, and
Noting that there are islands that are not member states of the UN but have been assigned a
code,
Supports the request from Sark, and
Requests the ISO3166/MA to assign Sark the requested code.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 16/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Removing restrictions on technical corrigenda
The Technical Management Board,
Thanks JTC 1 for the proposal it submitted for the review of the ISO/IEC Directives,
Confirms the current restrictions on technical corrigenda, and
Requests the JDMT to consider the proposal from JTC 1 and comments received from TMB and
SMB and to make a recommendation back to the TMB and SMB.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 17/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Transformation of REMCO to a technical committee
The Technical Management Board,
Noting that the guides REMCO has published and is currently developing do not meet the
definition of Guide in the ISO/IEC Directives, Part 2, clause 3.1.7,
Decides that it would be more appropriate for REMCO to become a technical committee; and
therefore,
Requests REMCO to work with its Secretariat to develop a proposal (Form 1) for its transformation
into a technical committee and issue a call for interest amongst its P-members to hold the
secretariat of the new TC, and
Requests ISO/CS to follow-up with REMCO to ensure that a proposal is ready for submission to
all ISO members (TS/P) for approval by September 2020.

/

TMBは、
alphaコードを求めるサーク島からの要請に関するISO 3166/MAの決定に対して2018年8月12日
にBSIから受け取った申し立てに留意し、コード評価プロセス並びに基準を精査した上で、
国連加盟国ではないが、コードが与えられている島があることに留意し、
サーク島からの要請を支持し、
要請されたコードをサーク島に与えるようISO3166/MAに要請する。
TMB決議 16/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
専門的正誤票に関する制限の排除
TMBは、
ISO/IEC 専門業務用指針の見直しに関して提案を提出してくれたJTC 1に感謝し、
専門的正誤票に関する現在の制限を確認し、
JTC 1からの提案及びSMB並びにTMBから寄せられたコメントを検討し、TMB及びSMBに対し
て推奨事項を示すようJDMTに要請する。

TMB決議 17/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
REMCOの専門委員会への移行
TMBは、
REMCOが発行した及び現在開発中のガイドがISO/IEC専門業務用指針 第2部の箇条 3.1.7にある
ガイドの定義を満たさないことに留意し、
REMCOが専門委員会となることがより適切であると決定し、したがって、
自身の事務局と協力して専門委員会への移行に関する提案(書式 1)を作成し、自身のPメンバー
からその新しい専門委員会の幹事国を担うことへの関心表明の募集を行うようREMCOに要請
し、
承認に向けたISO会員に向けた提案(TS/P)の提出の準備をすべて2020年9月までに終えることを
確実にするためにREMCOへのフォローアップを行うようISO/CSに要請する。
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TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 18/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway) 26-27
February 2020
Approval of action items not related to DMT recommendations
The Technical Management Board,
Approves the following actions from the ISO DMT report:
Item 10 – Italicized terms in ISO standards
-

Monitoring at ISO/CS level that TMB decision 26/2019 is correctly implemented. No further
derogation from TMB is required for italicized terms in ISO standards.
Only terms that are defined in the standard can be italicized throughout the document. It is
the committee’s responsibility to ensure that other terms are italicized throughout the
document accordingly.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 19/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway) 26-27
February 2020
Adoption of JDMT Decisions for Action
The Technical Management Board,
Approves the following decisions for action from the ISO/IEC JDMT report:
JDMT Decision for Action 01/201912 – Trademarks
JDMT reminds that ISO/IEC Directives Part 2, Clause 31 already addresses this issue. JDMT
requests ISO and IEC experts on Part 2 to further explore the needs and if needed develop a
proposal to be reviewed at the next JDMT meeting.
JDMT Decision for Action 02/201912 – "Profiles"
JDMT is asked to consider working towards integrating the profile definition and guidance into
the ISO/IEC Directives Part 2. IEC CO and ISO/CS are invited to contact JTC 1 for this topic
(ISO TR 10000).
Invites IEC/SMB to concur.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 20/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway) 26-27
February 2020
Adoption of 2019 JDMT Recommendations regarding modifications to the ISO/IEC
Directives, Part 1
The Technical Management Board,

/

TMB決議 18/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
DMT推奨事項関連ではない要処理事項の承認
TMBは、
ISO DMT報告にある以下の項目を承認する。

項目 10 – ISO規格にでてくるイタリック体の用語
-

TMB決定 26/2019が正しく実施されていることをISO/CSレベルで監視する。ISO規格にで
てくるイタリック体の用語に関してこれ以上TMBから適用を制限する必要はない。
文書内では規格で定義されている用語のみイタリック体で表記することができる。その他
の用語が文書内において適切にイタリック体で表記されることを確実にすることは委員会
の責任である。

TMB決議 19/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
JDMTによるアクションのための決定の採択
TMBは、
ISO/IEC JDMT報告にある以下のアクションのための決定を承認し、
JDMTアクション決定 01/201912 – 商標（Trademarks）
JDMTはISO/IEC専門業務用指針 第2部の箇条31がすでにこの問題に対処していることに注
意を促す。JDMTは第2部に関して、ニーズを更に検討し、必要ならば次のJDMT会議で検討
するために提案を作成するようISO及びIECの専門家に要請する。
JDMTアクション決定 02/201912 – "プロファイル"（Profiles）
プロファイルの定義及びガイダンスのISO/IEC専門業務用指針 第2部への組み入れを目指す
ことを検討するようJDMTに求める。JTC 1にこの件(ISO TR 10000)で連絡を取るようIEC
CO及びISO/CSに促す。
IEC/SMBに賛同を促す。
TMB決議 20/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
ISO/IEC専門業務用指針 第1部の変更に関する2019年JDMT推奨事項の採択
TMBは、
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Noting the meeting of the ISO/IEC Joint Directives Maintenance Team (JDMT) and the ISO
Directives Maintenance Team (DMT) on 3-5 December 2019 in Ottawa, Canada,
Approves the following recommendations which approve changes to the ISO/IEC Directives
Part 1:
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

JDMT Recommendation 01/201912 – SyC abbreviation – to add the abbreviation “SyC
Systems Committee (IEC)” in the Foreword.
JDMT Recommendation 02/201912 – Global “Committee” term – to introduce the unique term
“Committee” covering TC, SC, SyC and PC; implement the changes throughout the whole
document.
JDMT Recommendation 04/201912 – Unforeseen unavailability of the committee Secretary
at meetings and Committee decisions recording – to remove Point e) of the Foreword;
approve modifications in clause 1.9.2.
JDMT Recommendation 05/201912 – Working groups – to modify clause 1.12.1 to clarify that
working groups operate by consensus and give recommendations to the parent committee.
JDMT Recommendation 06/201912 – Guests invited to working group meetings – to modify
clause 1.12.2 to add a requirement to inform the National Body of the guest which will uphold
the country’s stakeholder engagement process.
JDMT Recommendation 07/201912 – Liaison between technical committees – to include
clause 1.15 and 1.15.1 from the ISO Supplement in the ISO/IEC Directives Part 1.
JDMT Recommendation 08/201912 – Procedure for the establishment of a liaison – to modify
clause 1.17 and its subclauses to clarify that the procedure for the establishment of a liaison
is applicable to all liaison categories, not only categories A and B;
JDMT Recommendation 09/201912 – Final review at publication stage – to modify clause
2.8.1 to clarify the correction of errors at the publication stage and change the term “print” to
“publish”.
JDMT Recommendation 10/201912 – ISO Patent Declaration Form – to modify clause 2.14.2
and Annex I (clause II.2) following TMB Resolution 79/2019 which approved the
recommendation made by the Patent Policy Group to remove alerts to users on known patents
in the introduction of ISO standards.
JDMT Recommendation 11/201912 – Working Group meeting notice – to modify clause
4.2.2.1 to clarify the advance notice for a fully remote meeting versus a physical meeting (i.e.
4 weeks vs. 6 weeks)
JDMT Recommendation 12/201912 – Guides – Balloting period and approval criteria – to
adjust the text of clause A.5.1 to align the balloting period for Guides with the 8-week
translation/preparation and 12-week ballot applicable to other deliverables.
JDMT Recommendation 13/201912 – Annex B – to change the text of clause B.4.2.9 to clarify
that standards published under the Mode 5 – Integrated liaison will carry the logo of both
organizations, and not only of the other organization as currently stated.
JDMT Recommendation 14/201912 – Simplified diagram of options – to modify Annex F,
Clause F.1 Simplified diagram of options, to show separate stages for PAS draft preparation
and acceptance.
JDMT Recommendation 15/201912 – Review of Fast Track procedure – to add the
“committee secretariat” as a proposer in the list of the proposers (F.2.1.1).
JDMT Recommendation 16/201912 – Annex M and Annex L about MSS – to remove Annexes
L and M out of the ISO/IEC Directives Part 1 to be published in May 2020 and return them to
the ISO Supplement.
JDMT Recommendation 17/201912 – Annex L – update of Annex L clause L.9.4. point 8.
JDMT Recommendation 22/2019 – Working group tasks – to add the preliminary stage and
enquiry stage to specific tasks assigned to working group in clause 1.12.1.

And invites the IEC/SMB to concur.

/

2019年12月3日～5日にカナダのオタワで開催されたISO/IEC合同専門業務用指針メンテナ
ンスチーム(JDMT)及びISO専門業務用指針メンテンナンスチーム(DMT)の会議に留意し、
ISO/IEC 専門業務用指針 第1部の変更点を承認する以下の推奨事項を承認する。
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

JDMT推奨事項 01/201912 – SyCの略語 – “SyC システム委員 (IEC)”の略語をまえがきに追
加する
JDMT推奨事項 02/201912 – 国際“Committees”用語 – これまで存在していなかった用語
“Committees”を、TC、SC、SyC及びPCを指す用語として取り入れ、文書全体で同変更を
実施する
JDMT推奨事項 04/201912 – 委員会国際幹事の予定外の会議の欠席及び委員会決定の記録 –
まえがきのポイント e)を削除し、箇条1.9.2の変更を承認する
JDMT推奨事項 05/201912 – 作業グループ – 作業グループはコンセンサスによって運営され、
親委員会に推奨事項を示すということを明確にするために箇条1.12.1を変更する
JDMT推奨事項 06/201912 – 作業グループに招待されるゲスト – その国の利害関係者関与プ
ロセスを守るゲストの国代表組織に知らせるという要求事項を追加するために箇条1.12.2を
変更する
JDMT推奨事項 07/201912 – 専門委員会間のリエゾン – ISO補足指針の箇条1.15及び1.15.1
をISO/IEC専門業務用指針 第1部に含める
JDMT推奨事項 08/201912 – リエゾン構築手順 – リエゾン構築手順はすべてのリエゾンカテゴ
リに適用され、カテゴリA及びBだけではないことを明確にするために、箇条1.17及びその細
分箇条を変更する
JDMT推奨事項 09/201912 – 発行 段階で の最終 精査 – 発行段階での誤りの訂正を明 確に
し 、用語 “印刷(print)”を“発行(publish)”に変えるためにす るために 、箇条 2.8.1を変更する
JDMT推奨事項 10/201912 – ISO特許声明書書式 – ISO規格の序文にある既知の特許に関し
て使用者への注意喚起を削除するという特許ポリシーグループが示した推奨事項を承認した
TMB決議 79/2019を受け、箇条2.14.2及び附属書I (箇条 II.2)を変更する
JDMT推奨事項 11/201912 – 作 業 グ ル ー プ 会 議 通 知 – 対 面 会 議 の 場 合 ( 6 週 間 ) に
対して、全面的な遠隔会議のための事前の通知(4週間)を明確にするために箇
条4.2.2.1を変更する
JDMT推奨事項 12/201912 – ガイド – 投票期間及び承認基準 – ガイドの投票期間を他の規
格類に適用される8週間の翻訳/作成期間と12週間投票に合わせるために、箇条 A.5.1の本文
を調節する
JDMT推奨事項 13/201912 – 附属書 B – 形態5 – 一体化したリエゾンで発行される規格には、
現在記述されている一方の組織のロゴだけでなく、両組織のロゴが与えられることを明確に
するために、箇条 B.4.2.9の本文を変える
JDMT推奨事項 14/201912 – 選択肢の簡易図 – PAS原案作成と受理を別々の段階として示す
ために、附属書F 箇条F.1 選択肢の簡易図を変更する
JDMT推奨事項 15/201912 – 迅速法による手順の見直し – 提案者リスト(F.2.1.1)に提案者と
して“委員会幹事国”を追加する
JDMT推奨事項 16/201912 – MSSに関する附属書 Mと附属書L – 2020年5月に発行される
ISO/IEC専門業務用指針 第1部から附属書 Mと附属書Lを削除し、これらをISO 補足用指針に
戻す
JDMT推奨事項 17/201912 – 附属書L – 附属書L 箇条L.9.4. ポイント8の更新
JDMT推奨事項 22/2019 – 作業グループ任務 –箇条 1.12.1の作業グループに割り当てられる
特定の任務に対して予備段階及び照会段階を追加する

IEC/SMBに賛同を促す。
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TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 21/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway) 26-27
February 2020
Adoption of 2019 JDMT Recommendations regarding the ISO/IEC Directives, Part 2
The Technical Management Board,
Noting the meeting of the ISO/IEC Joint Directives Maintenance Team (JDMT) and the ISO
Directives Maintenance Team (DMT) on 3-5 December 2019 in Ottawa, Canada,
Approves the following recommendations regarding the ISO/IEC Directives, Part 2:
•
•

JDMT Recommendation 18/201912 – Revision of Directives, Part 2 for 2021 – to approve
the preparation of a new edition of the Directives, Part 2 for 2021.
JDMT Recommendation 21/201912 – JTC 1 contribution proposing changes to ISO/IEC
Directives, Parts 1 & 2 – to deal with the following items in the future revision of the
Directives, Part 2: Attachment 1 – Permit Better Tables of Content, Attachment 2 – Use of
Comma versus Decimal Point, Attachment 3 – Formulae, Figures and Tables, Attachment
5 – Variable Names in JTC 1 Standards; concerning Attachment 4: Use of “must” in ISO
Standards, JDMT invites JTC 1 to further document its needs.

And invites the IEC/SMB to concur.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 22/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Update of Annex SN and the Registration Authority Agreement template (RAA template)
and request to ISO Council regarding exceptions for revisions
The Technical Management Board,
Recalling that a number of comments to Annex SN and the RAA template were submitted to the
Directives Maintenance Team (DMT),
Noting that the DMT agreed on a series of Fundamental Principles in relation to Annex SN and
the RAA template,
Further noting that the DMT established a Registration Authority Working Group (RA WG) which
worked on revising Annex SN and the RAA template, as guided by the Fundamental Principles,
Approves the Fundamental Principles,
Further approves the updated Annex SN and RAA template which shall be effective as of the
date of the publication of the May 2020 edition of the Consolidated ISO Supplement to the
ISO/IEC Directives, Part 1,
Agrees Council be asked at its June 2020 meeting to allow the TMB with immediate effect to
approve requests from committees for exceptions to the rule to halt publication of revised

/

TMB決議 21/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
ISO/IEC専門業務用指針 第 2部に関する2019年JDMT推奨事項の採択
TMBは、
2019年12月3日～5日にカナダのオタワで開催されたISO/IEC合同専門業務用指針メンテナ
ンスチーム(JDMT)及びISO専門業務用指針メンテンナンスチーム(DMT)の会議に留意し、
ISO/IEC専門業務指針 第2部に関する以下の推奨事項を承認し、
•
•

JDMT推奨事項 18/201912 – 2021年に向けた専門業務用指針第2部の改訂 – 2021年に向け
た専門業務用指針第2部の新版の作成を承認
JDMT推奨事項 21/201912 – ISO/IEC専門業務用指針 第1&2部の変更点を提案するJTC 1
の貢献 – 専門業務用指針第2部の今後の改訂で以下の項目に対処: Attachment 1 – より適
切な目次の容認、Attachment 2 – コンマvs小数点の使用、 Attachment 3 – 数式、図及び表、
Attachment 5 – JTC 1の規格に出てくる変数名、 Attachment 4: ISO規格での“must”の使
用については、JDMTは自身のニーズを更に記録に残すようJTC 1に促す。

IEC/SMBに賛同を促す。
TMB決議 22/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
附属書 SN及び登録機関協定テンプレート(RAAテンプレート)の更新及びISO理事会への改訂
に関する例外の要請
TMBは、
附属書SN及びRAAテンプレートに対して多くのコメントが専門業務用指針メンテナンスチーム
(DMT)に提出されたことを想起し、
DMTが附属書SN及びRAAテンプレートに関連する一連の基本原則に関して合意したことに留
意し、
DMTが、同基本原則に沿って附属書SN及びRAAテンプレートの改訂作業を行った登録機関作
業グループ(RA WG)を設置したことに更に留意し、
同基本原則を承認し、
ISO/IEC専門業務用指針第1部・ISO補足指針統合版の2020年5月版の発行日をもって有効と
する更新版附属書SN及びRAAテンプレートを更に承認し、
高い市場ニーズがある場合、最新版のテンプレートを使ってRAAが締結されるまで改訂版
規格の発行を停止する規則に対する例外に関する委員会からの要請をTMBが直ちに

ⒸISO/JSA 2020

Reference
Page 12

standards until the RAA is signed using the latest template if these have a high market need,
and
Requests that the IEC be asked to confirm their agreement with the updated RAA template
given that it is used for JTC 1 standards with Registration Authorities.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 23/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway) 26-27
February 2020
Revised requirements and guidelines for the submission of drafts to ISO/CS
The Technical Management Board,
Noting the meeting of the ISO/IEC Joint Directives Maintenance Team (JDMT) and the ISO
Directives Maintenance Team (DMT) on 3-5 December 2019 in Ottawa, Canada,
Approves DMT Recommendation 09/2019 – Revised requirements and guidelines for the
submission of drafts to ISO/CS,
Further approves the version in track-changes shown in Annex 8 of TMB WD 9.1.5, as
proposed by ISO/CS to reflect DIN’s request for additional editorial changes,
Agrees for ISO/CS to manage further editorial changes without seeking approval from the
Technical Management Board, when applicable.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 24/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Addition of a Complaints handling process to Annex SA
The Technical Management Board,
Approves the document Guidance and process for addressing misconduct and breaches of the
Code of Conduct (Code) as shown in TMB WD 9.1.7 Annex 9 with immediate effect (it will be
made available on ISOTC/Resource library/ISO policies) and,
Approves the inclusion of a link to this Guidance and process for addressing misconduct and
breaches of the Code of Conduct (Code) in the next edition of the ISO/IEC Directives, Part 1,
Consolidated ISO Supplement (Annex SA), and
Requests ISO/CS to inform the technical community that this Guidance and process for
addressing misconduct and breaches of the Code of Conduct (Code) takes immediate effect.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 25/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Joint TMB/SMB Joint Task Force on JTC 1

/

承認できるようにすることを2020年6月の会議で理事会に求めることに同意し、
JTC 1規格の登録機関に対して使われていることを鑑み、更新版RAAテンプレートへの同
意を確認するようIECに求めることを要請する。

TMB決議 23/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
ISO/CSへの原案提出のための改訂版推奨事項及びガイドライン
TMBは、
2019年12月3日～5日にカナダのオタワで開催されたISO/IEC合同専門業務用指針メンテナ
ンスチーム(JDMT)及びISO専門業務用指針メンテンナンスチーム(DMT)の会議に留意し、
DMT推奨事項 09/2019 – ISO/CSへの原案提出のための改訂版推奨事項及びガイドライ
ンを承認し、
追加の編集上の変更点に関するDINからの要請を反映するためにISO/CSが提案した
TMB WD 9.1.5の附属書8に変更履歴で示されているバージョンを更に承認し、
今後は該当することがあっても、ISO/CSがTMBに承認を求めることなく編集上の変更を
管理することに同意する。

TMB決議 24/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
附属書SAへの申し立て処理プロセスの追加
TMBは、
TMB WD 9.1.7の附属書 9に示されている不正行為及び行動規範(規範)違反に対処するための
ガイダンス及びプロセス文書の即時発効を承認し(ISOTC/リソースライブラリ/ISOポリシー に
て入手可能になる予定)、
次版のISO/IEC専門業務用指針 第1部・ISO補足指針統合版(附属書 SA)にこの不正行為及び
行動規範(規範)違反に対処するためのガイダンス及びプロセスへのリンクを含めることを承
認し、
この不正行為及び行動規範(規範)違反に対処するためのガイダンス及びプロセスが直ちに発
効することを専門業務コミュニティに知らせるようISO/CSに要請する。

TMB決議 25/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
JTC 1に関するTMB/SMB合同タスクフォース
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The Technical Management Board,
Notes the outcomes of the remote meeting held on 8 January 2020 as presented in the
meeting report and thanks all participants,
Approves the creation of a Joint TMB/SMB Task Force on JTC 1 with the following scope:
•
•
•
•
•

Review lessons learned and best practices from JTC 1 in relation to assessing market needs,
collaboration and internal governance;
Explore how to strengthen and add value to the structure, scope and internal governance to
ensure JTC 1 effectiveness;
Assess progress made in terms of alignment of JTC 1 Supplement with ISO and IEC
Supplements;
Identify ways to enhance interactions with other IEC and ISO Committees;
Identify best practices or processes for JTC 1 management by SMB and TMB.

Notes the following composition of the Joint Task Force:
•
•
•

Convenor:
Russell Reefer (IEC SMB Member)
Secretariat: TMB and SMB Secretaries
Composition: Up to 8 members from each board, possibly with a mix of geographies.

Appoints the following TMB members: SCC, DIN, SIS, GOST R, SN, BSI, ANSI, JISC
Asks the Joint Task Force to report back to TMB by its September 2020 meeting and to SMB by
its October 2020 meeting.
Invites the IEC/SMB to concur.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 26/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Horizontal deliverables
The Technical Management Board,
Notes the outcome of the discussion on horizontal deliverables/publications held at JDMT in
December 2019, reflected in JDMT Recommendation 19/201912, and
Recognizes that the ISO concept of horizontal deliverables is broadly aligned with the IEC concept
of horizontal publications, and
Establishes the following process, effective immediately, for requests to identify a horizontal
deliverable:
• The proposer submits the request form ‘Identification of an ISO Horizontal deliverable’ to
the TPM
• The TPM assesses if the request meets the established criteria
• If there is any disagreement between the proposer and the TPM on the assessment, it is
escalated to the TMB for consideration.

/

TMBは、
2020年1月8日に開催された遠隔会議の会議報告に示されている結果に留意し、参加者
全員に感謝し、
以下の業務範囲で、JTC 1に関するTMB/SMB合同タスクフォースの設置を承認し、
•
•
•
•
•

市場ニーズの評価、協働及び内部ガバナンスに関連するJTC 1の教訓及び最良実施事例を精
査する
JTC 1の有効性を確保するために構造、業務範囲及び内部ガバナンスを強化し、その価値を
高める方法を検討する
JTC 1補足指針とISO並びにIEC補足指針の合致の観点で成し遂げられた進捗を評価する
その他のIECとISO委員会との交流を深める方法を識別する
SMB及びTMBによるJTC 1の管理のための最良実施事例又はプロセスを識別する

以下の同合同タスクフォースの構成に留意し、
•
•
•

コンビーナ: Russell Reefer (IEC SMBメンバー)
事務局: TMB及びSMB事務局
構成: 各機関から最大8名、できれば様々な地域から参加

TMBメンバーからSCC、DIN、SIS、GOST R、SN、BSI、ANSI、JISCを任命し、
2020年9月の会議までにTMBに、2020年10月の会議までにSMBに報告するよう同合同タスクフ
ォースに求め、
IEC/SMBに賛同を促す。
TMB決議 26/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
水平規格類
TMBは、
2019年12月にJDMTで行われ、JDMT推奨事項 19/201912に反映された水平規格類／出版物に関
する議論の結果に留意し、
ISOの水平規格類の概念がIECの水平出版物の概念とおおむね合致することを認識し、
水平規格類の識別要請のための以下のプロセスを直ちに立ち上げ、
• 提案者が要請書式‘ISO水平規格類の識別’をTPMに提出する
• TPMは同要請が決められた基準を満たすか評価する
• 評価に関して提案者とTPMの間に意見の相違がある場合は、検討のためにTMBに送る

ⒸISO/JSA 2020

Reference
Page 14

And,
Decides to share the ISO and IEC experience and insights with both technical boards and
collaborate on next steps for possible further alignment by February 2021.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 27/2020
Adopted at the 77th meeting of the Technical Management Board, Oslo (Norway), 26-27
February 2020
Adoption of 2019 DMT Recommendations regarding modifications to the Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1
The Technical Management Board,
Noting the meeting of the ISO/IEC Joint Directives Maintenance Team (JDMT) and the ISO
Directives Maintenance Team (DMT) on 3-5 December 2019 in Ottawa, Canada,
Approves the following recommendations which approve changes to the Consolidated ISO
Supplement to the ISO/IEC Directives Part 1:
•

•

•

•

•
•
•

•

/

DMT Recommendation 01/2019 – Removal of standards development track SDT48
Related actions:
 a last warning to the TPM and CM will be sent within 2 weeks, before the limit date of the
project, if no reactions, the project gets cancelled;
 update target date planner and relevant ISO Forms.
DMT Recommendation 02/2019 - Final review at publication stage – to approve
modification in clause 2.8.1 in the ISO Supplement in order to make clear that there is a
final review just before publication.
DMT Recommendation 03/2019 – Amendments – to approve modifications in the ISO
Supplement for following clauses: 2.3.1, 2.9.1, 2.9.3.2, 2.9.3.3 to clarify that amendments
are applicable to International Standards (and not TS/PAS)
DMT Recommendation 04/2019 – Foreword – to approve the modifications under Point e)
to clarify that for strategic matters (e.g. changing the scope of a standard or the scope of a
committee, change of allocation of a project), a discussion amongst committee members
should first take place before a formal committee decision is taken.
DMT Recommendation 05/2019 – WG convenors knowledge of IT tools – to approve the
modification under Annex SQ (clause SQ.3.1.4).
DMT Recommendation 06/2019 – Minor revisions – to approve the modifications under
clause 2.9.1 to clarify that a minor revision only applies to an International Standard.
DMT Recommendation 07/2019 – Annex SH (normative) procedures for the standardization
of graphical symbols – to approve the corrections as proposed by ISO/TC 145 in tables
SH.1 and SH.2.
DMT Recommendation 08/2019 – Meeting minutes – clarification – to approve the
modifications in Annex SQ (clause SQ.3.2.4) and Annex SK (clause SK.4) to clarify that
meeting minutes are mandatory and the delay by which they shall be published.

そして、
ISOとIECの経験及び見識を両方の技術評議会に共有し、2021年2月までの更なる合致の可能性
にむけた次の段階に関して協働することを決定する。

TMB決議 27/2020
2020年2月26～27日、オスロー(ノルウェイ)での第77回TMB会議にて採択
ISO/IEC専門業務用指針 第1部・ISO補足指針統合版の変更に関する2019年DMT推奨事項の
採択
TMBは、
2019年12月3日～5日にカナダのオタワで開催されたISO/IEC合同専門業務用指針メンテナ
ンスチーム(JDMT)及びISO専門業務用指針メンテンナンスチーム(DMT)の会議に留意し、
ISO/IEC専門業務用指針 第1部・ISO補足指針統合版の変更点を承認する以下の推奨事項
を承認する。
•

•
•
•

•
•
•
•

DMT推奨事項 01/2019 – 規格開発トラック SDT 48関連アクションの撤廃
- TPM及びCMへの最終警告はプロジェクト期限前2週間以内に送付され、反応がなけれ
ば、プロジェクトは取り消される
- 目標期日プランナー及び関連ISO書式を更新する
DMT推奨事項 02/2019 – 発行段階での最終精査 – 発行前に最終精査があることを明確に
するために、ISO補足指針 箇条2.8.1の変更を承認
DMT推奨事項 03/2019 – 追補 – 追補は国際規格に適用される(TS/PASには適用されない)
ことを明確にするために、ISO補足指針 箇条 2.3.1、2.9.1、2.9.3.2、2.9.3.3の変更を承認
DMT推奨事項 04/2019 – まえがき – 戦略的事項(例：規格の適用範囲または委員会の業務
範囲の変更もしくはプロジェクトの割り当て)に関しては、正式な委員会決定前に委員会
メンバー内の議論を最初に行うことが望ましいということを明確にするために、ポイント
e)の変更を承認
DMT推奨事項 05/2019 – WGコンビーナのITツールに関する知識 – 附属書 SQ (箇条
SQ.3.1.4)の変更を承認
DMT推奨事項 06/2019 – 軽微な改訂 – 軽微な改訂は国際規格にのみ適用されることを明
確にするために、箇条 2.9.1の変更を承認
DMT推奨事項 07/2019 – 附属書 SH (規定) 図記号の標準化のための手順 – ISO/TC 145が
提案した表 SH.1及びSH.2の訂正を承認
DMT推奨事項 08/2019 – 会議議事録 – 明確化 – 会議議事録は必須であることと、発行の
期日を明確にするために、附属書 SQ (箇条 SQ.3.2.4)及び附属書 SK (箇条 SK.4)の変更を
承認
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TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 28/2020
Adopted at TMB remote meeting on the 2020-03-26
COVID-19 - General approach to support committees
The Technical Management Board,
Recognizes the challenges that we are facing in this exceptional situation and its possible impacts
on committees’ portfolio management and standards development time;
Encourages committees in this context to carry out an assessment of their portfolio in order to
prioritize their work programme as necessary;
Approves that the exceptional “hold status” may be requested by committees until the 2020-0630 with the following conditions:
• Any proposal for on “hold status” on a project shall be approved by a 4-week committee
internal ballot (CIB);
• The “hold status” period will be set for a period of 6-months;
• The "hold status” will be reviewed periodically with the support of the TPM. At any time, a
committee may request to remove the project from the “hold status”. This decision should
be taken by the leadership team (Chair and Committee Manager) of the committee in
consultation with the convenors and/or project leaders and communicated to the
committee. If any issue arises, the committee shall decide via a 2-week CIB.
Agrees to review this decision on the 2020-06-01.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 29/2020
Adopted at TMB remote meeting on the 2020-03-26
CD balloting period
The Technical Management Board,
Recognizes that the current situation related to COVID-19 requires allowing for more flexibility to
committees in determining the CD balloting period;
Notes that clause 2.5.2 of ISO/IEC Directives already allows for a CD balloting period of 8, 12 or
16-week as agreed by the technical committee (8-week being the default option);
Approves that a P-member of the committee may request to extend a CD ballot to one of the
durations given in Clause 2.5.2 and that this request shall be granted.
Agrees to review this decision on the 2020-06-01.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 30/2020
ISO Supplement Clause 2.1.6.2 - 6-month cancelation buffer
Adopted at TMB remote meeting on the 2020-03-26

/

TMB決議 28/2020
2020年3月26日のTMB遠隔会議にて採択
COVID-19 – 委員会支援の一般アプローチ
TMBは、
我々がこの例外的な状況で直面する課題及びこれが委員会のポートフォリオ管理及び規格開発期
間に与える可能性がある影響を認識し、
これに関連して、必要に応じて自身の業務計画に優先順位をつけるために、自身のポートフォリ
オの評価を行うよう委員会に奨励し、
以下を条件に、2020年6月30日まで委員会が例外的な“休止ステータス”を要請してよいことを
承認し、
• プロジェクトの“休止ステータス”に関する提案は4週間の委員会内部投票(CIB)で承認さ
れなければならない。
• “休止ステータス”期間は6か月間とする。
• “休止ステータス”はTPMの支援のもと、定期的に見直されることになる。委員会はいつ
でもプロジェクトの“休止ステータス”を外すことを要請してよい。この決定は委員会の
リーダーシップチーム(議長及び委員会マネジャー)がコンビーナ及び／またはプロジェ
クトリーダーと協議の上行い、委員会に通知することが望ましい。問題が発生したら、
委員会は2週間のCIBで決定しなければならない。
この決定を2020年6月1日に見直すことに同意する。

TMB決議 29/2020
2020年3月26日のTMB遠隔会議にて採択
CD投票期間
TMBは、
COVID-19に関連する現在の状況により、CD投票期間決定において委員会に一層の柔軟性を与
える必要があることを認識し、
ISO/IEC 専門業務用指針 箇条 2.5.2で、専門委員会の合意に従い、CD投票期間を8、12または
16週間とすることがすでに認められている(8週間がデフォルト)ことに留意し、
委員会のPメンバーがCD投票を箇条 2.5.2のいずれかの期間に延長することを要請してよく、こ
の要請は受け入れられなければならないことを承認し、
この決定を2020年6月1日に見直すことに同意する。

TMB決議 30/2020
2020年3月26日のTMB遠隔会議にて採択
ISO補足指針 箇条 2.1.6.2 － 6か月の 取り消し猶予
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The Technical Management Board,
Considering that all meetings are virtual until further notice due to the COVID-19 situation;
Decides to put on hold the decision to implement the following changes to clause 2.1.6.2 of the
ISO Supplement as proposed in DMT Recommendation 01/2019 and approved by TMB
resolution 27/2020 at its February meeting:
If Before reaching the target date for DIS registered limit date (stage 40.00) or publication limit
date (stage 60.60) is exceeded, the committee shall decide within 6 months on one of the
following actions:
…
If, at the end of the six month period, none of the above actions have been taken after the limit
dates, the project shall automatically be cancelled by the ISO Central Secretariat. Such projects
may only be reinstated with the approval of the ISO Technical Management Board.
Asks ISO/CS not to consider these changes in the next edition of the ISO Supplement that will be
published in May 2020.
Agrees to review this decision at its September TMB meeting.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 31/2020
Adopted at TMB remote meeting on the 2020-03-26
Implementation of the standards development track 48 (SDT 48) removal
The Technical Management Board,
Recognizes the challenges that we are facing in this exceptional situation and its possible impacts
on committees’ portfolio management and standards development time;
Approves the following implementation guidelines for the removal of the SDT 48 in the 2020
edition of the ISO Supplement as proposed in recommendation 1 and approved by TMB resolution
55/2019:
SDT 48 projects
All projects registered on SDT 48 as of 2020-05-01 will be allowed to request a 9-month extension
after May 2020.
SDT 36 projects
All projects registered on SDT 36 as of 2020-05-01 will be allowed to request a 9-month extension
after May 2020, but will not be allowed to select the SDT48.

/

TMBは、
COVID-19の状況により、追って通知があるまですべての会議が仮想で行われることを考慮し、
DMT推奨事項 01/2019が提案し、2月の会議でTMB決議 27/2020によって承認されたISO補足指
針 箇条2.1.6.2に対する以下の変更点の実施の決定を保留することを決定し、
DISの登録の期限 (段階 40.00) 又は発行期限(段階 60.60) の目標期日を過ぎている場合に達する
前に、委員会は6か月以内に以下のアクションのうちいずれか一つを採用することを決定しなけ
ればならない。
…
6ヵ月たって期限後も上記のアクションのいずれも取られない場合、プロジェクトはISO事務局
によって自動的に取り消さなければならない。そのように取り消されたプロジェクトは、
ISO/TMBの承認を得た場合のみ復活させることができる。
これらの変更点を2020年5月に発行されるISO補足指針の次版で考慮しないことをISO/CSに求め、
この決定を9月のTMB会議で見直すことに同意する。

TMB決議 31/2020
2020年3月26日のTMB遠隔会議にて採択
規格開発トラック 48 (SDT 48) の撤廃の実施
TMBは、
我々がこの例外的な状況で直面する課題及びこれが委員会のポートフォリオ管理及び規格開発期
間に与える可能性がある影響を認識し、
推奨1で提案され、TMB決議 55/2019によって承認された2020年版のISO補足指針でのSDT 48の
撤廃に関する以下の実施ガイドランを承認する。
SDT 48プロジェクト
2020年5月1日現在SDT 48で登録されているすべてのプロジェクトに対して、2020年5月終了後9
か月の延長を要請することを許可する。
SDT 36プロジェクト
2020年5月1日現在SDT 36で登録されているすべてのプロジェクトに対して、2020年5月終了後9
か月の延長を要請することを許可するが、SDT48を選択することは許可しない。
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TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 32/2020
Adopted at TMB remote meeting on the 2020-03-26
Meeting notice
The Technical Management Board,
Considering that all meetings are virtual until further notice due to the COVID-19 situation;
Agrees the meeting notice period can be adapted to accommodate the virtual way of working that
will likely require more meetings of shorter lengths;
Approves that the following notice periods can apply to meetings held virtually until the 2020-0630:
-

8-week meeting notice for plenary virtual meetings;
4-week meeting notice for working group virtual meetings;

Agrees to review this decision on the 2020-06-01.

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 33/2020
Adopted at TMB remote meeting on the 2020-03-26
Physical meeting notice period
The Technical Management Board,
Considering that all meetings are virtual until further notice due to the COVID-19 situation;
Agrees that once physical meetings will be possible again, the meeting notice period prescribed
in the ISO/IEC Directives clause 4.2.1.3 should be shortened to allow for more flexibly when restarting normal activities;
Approves that the meeting notice period can be reduced to 12-week until the 2020-12-31 in
consultation with the host;
Agrees to review this decision at its September TMB meeting.

/

TMB決議 32/2020
2020年3月26日のTMB遠隔会議にて採択
会議通知
TMBは、
COVID-19の状況により、追って通知があるまですべての会議が仮想で行われることを考慮し、
短い時間の会議をより多く行うことが必要となる可能性の高い仮想での業務に合わせるために
会議通知期間を適応させることができることに同意し、
2020年6月30日まで、以下の通知期間が仮想で行われる会議に適用できることを承認し、
-

仮想での全体会議に対して、8週間の会議通知
仮想での作業グループ会議に対して、4週間の会議通知

この決定を2020年6月1日に見直すことに同意する。

TMB決議 33/2020
2020年3月26日のTMB遠隔会議にて採択
対面会議の会議通知
TMBは、
COVID-19の状況により、追って通知があるまですべての会議が仮想で行われることを考慮し、
対面会議が再び可能となり次第、通常の活動の再開に際して、一層の柔軟性を与えるために、
ISO/IEC専門業務用指針 箇条 4.2.1.3に示されている会議通知期間を短縮することが望ましいこ
とに同意し、
2020年12月31日まで、主催者と協議の上で会議通知期間を12週間に減らすことができること
を承認し、
この決定を9月のTMB会議で見直すことに同意する。

ⒸISO/JSA 2020

