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HIGHLIGHTS FROM THE JUNE 2020 TMB MEETING
1. ISO/CS update on COVID-19 measures
Background: On 26 March 2020, the Technical Management Board (TMB) met remotely to assess
the impact of the COVID‐19 pandemic on the technical work. The TMB recognized the challenges
that committees are facing during this unprecedented situation and passed TMB Resolution 28/2020
to support committees in this context. The exceptional measures passed in this resolution are
continuously updated and communicated on a dedicated ISO Connect page.
On 8 May 2020, the ISO Secretary-General informed ISO Members and the technical community, by
a circular letter, that it had been decided that all ISO governance and technical meetings planned until
31 August 2020 would be held virtually or postponed until after that date. This date has now been
extended to 30 September 2020 and is continually reviewed by ISO/CS with the support of the ISO
President’s Committee.
What this means for you: Please consult the ISO Connect dedicated page on a regular basis to
keep up-to-date on the exceptional measures related to the COVID-19 crisis.

2. Strategic Advisory Group on Machine Readable Standards (MRS)
Background: The SAG on MRS completed its final report which was approved by TMB Resolution
11/2020. At its June 2020 meeting, TMB passed a resolution to make their recommendations based
on the outcomes of the report. The final report and recommendations will be submitted to Council at
their next meeting in September 2020. These recommendations include the creation of a strategic
project supporting the development of ISO SMART Standards (ISO Standards Machine Applicable,
Readable and Transferable) based on the roadmap developed by the SAG on MRS.
What this means for you: Are you interested in knowing more about the development and next steps
of ISO SMART Standards? Then make sure to read the September edition of the TMB Communiqué.

NEWS
3. ISO Documents – eCommittees replacement to start for all committees
in September
Background: The ISO eCommittees replacement project aims to replace the solution that is used
today for the management of technical and governance committee working documents. The new
solution ensures the integrity and traceability of the existing content. The new platform was
launched with TMB-nominated committees in January 2020 with progressive on-boarding of their
full committee structures, including most of JTC1 committees. The final pilot on-boarding session
which took place in June confirmed the solution with respect to its capacity to host all ISO
documents centrally and allow experts to access these, offering users with a seamless experience
for ISO related document management. This enhanced user experience is further strengthened by
the inclusion of AFNOR and DIN hosted committee documents on the platform.
What this means for you: Starting end September through to November 2020, committees will be
on-boarded to the new tool by committee structure. Dates for each on-boarding session will be
communicated to Committee Managers, Convenors and Chairs of each TC, SC in the committee
structures late August. A variety of resources such as training opportunities will be available as part
of the on-boarding process.
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2020年6月のTMB会議の目玉
1. COVID-19関連措置に関するISO/CSからの最新情報
背景: 2020年3月26日、技術管理評議会(TMB)はCOVID-19の世界的流行が専門業務に与える影響
を評価するために遠隔会議を行った。TMBはこの前例のない状況で委員会が直面している課題を
認識し、この観点で委員会を支援するためにTMB決議 28/2020を可決した。この決議で可決され
た例外的な措置は専用のISO Connect ページで継続的に更新され、通知される。
2020年5月8日、ISO事務総長は回付レターで2020年8月30日までに予定されているすべてのISOカバナ
ンス及び専門業務会議を仮想で行うかその日の後まで延期することが決定された旨ISO会員及び専
門業務コミュニティに知らせた。 この日付は今2020年9月30日まで延長されており、ISO会長委員
会の支援を受けて、ISO/CSによって継続して精査される。
これが意味するところ: COVID-19危機関連の例外的な措置について常に把握するためにISO
Connect専用ページを定期的にご覧下さい。

2. Machine Readable規格(MRS)に関する戦略諮問グループ
背景: MRSに関するSAGは最終報告を完成させ、これはTMB決議 11/2020で承認された。2020年6
月の会議でTMBはこの報告をもとに自身の推奨事項を作成するという決議を可決した。この最終
報告及び推奨事項は2020年9月の次の会議で理事会に提出されることになる。これらの推奨事項に
はMRSに関するSAGが作成したロードマップに基づいてISO SMART規格(機械が適用することが
でき、読むことができ、転送することができるISO規格)の開発を支援する戦略プロジェクトの創
設が含まれる。
これが意味するところ: ISO SMART規格の開発及び次の段階についてもっと知ることに興味があ
りますか。では、TMBコミュニケの9月号を必ずお読みください。

ニュース
3. ISO Documents – eCommitteesの後継システムが全委員会向けに9月に稼
働開始
背景: ISO eCommittees入れ替えプロジェクトは今日専門業務及びガバナンス委員会作業文書の
管理のために使われているソリューションの置き換えを目指すものである。この新しいソリュー
ションは既存コンテンツの完全性と追跡可能性を確実にするものである。この新しいプラットフ
ォームは2020年1月にTMBが指名した委員会で立ち上げられ、JTC1委員会の大部分を含む委員会
構成全体を徐々に投入していくことになる。6月に行われた最終パイロットの投入セッションに
より、ISO関連文書管理に関する切れ目のない経験を使用者に提供しつつ、すべてのISO文書を
一元的にホストし、専門家がこれらにアクセスするのを可能にするこのソリューションの能力が
確認された。この向上した使用者経験はAFNOR及びDINがホストする委員会文書のこのプラット
フォームへの投入によってさらに強化される。
これが意味するところ: 2020年9月末から11月にかけて、委員会はこの新しいツールに委員会構
成ごとに投入されることになります。各投入セッションの日付は8月後半に委員会構成内の各TC、
SCの委員会マネジャー、コンビーナ及び議長に通知されることになります。トレーニング機会と
いった様々なリソースは投入プロセスの一環で入手可能になります。
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By the end of 2020, all ISO committee working documents will be available from ISO Documents.
More information on the project (including the list of Committees and Working Groups participating
to the pilot) is available from this page. Should you have any questions, please contact Javier
Linares, linares@iso.org (Project Manager) or Kirsi Silander, silander@iso.org (Product Owner).

4. Online Standards Authoring
Background: Since April 2018, following the TMB Resolution 39/2017 and in line with their
respective Presidents’ goals to achieve more common IT systems, IEC and ISO have been working
together to provide a harmonized and unique platform at international and regional (such as
CEN/CENELEC) levels for the online authoring of standards. The new online collaborative authoring
tool will provide enriched online commenting for standards development purposes and progressively
also include a superior commenting collation toolset.
A pilot of the tool which focuses on standards authoring and working group commenting, hosted by
ISO, will start in Q4 2020. The pilot will be composed of CEN-CENELEC, IEC and ISO Working
Groups. Joint IEC/ISO Change Management work has resulted in a common vision statement and
should ensure the coordinated onboarding of pilots across all organizations.
What this means for you: A call for pilot candidates has been addressed to the TMB. This is a
unique opportunity for standards developers to contribute to the creation of an online standards
authoring environment to work efficiently and collaboratively offering new value-added products and
services, relevant for the world of tomorrow. More information on pilot profiles the project team is
seeking, please see here.
Should you have any questions, please contact Patrice Canonne, canonne@iso.org (Project
Manager) or Monica Ibido, ibido@iso.org (Product Owner).

5. ISO Meetings – Introduction of a meeting planner feature
Background: To support the ISO Community, ISO/CS has created a dedicated task force
representing several departments to identify and implement relevant and innovative solutions
responding to challenges faced by the technical community within the current worldwide lockdown.
This initiative has already resulted in the release of a new time planner for virtual meetings organised
via the ISO Meeting app.
What this means for you: Meeting Organizers can now select the date for their virtual meeting
and the system will automatically retrieve and suggest the best suitable times based on the time
zone of members and liaisons participating to the committee/working group in the Global Directory.
Step by step instructions are available to meeting organizers directly from the ISO Meetings
platform or from ISO Connect. Should you have any questions, please contact helpdesk@iso.org.

6. L.D. Eicher Award 2020 – Winner
Background: The Lawrence D. Eicher Award was created to recognize committees with
outstanding performance. It provides an opportunity for the winning committee to demonstrate their
achievements and raise awareness of their work, both inside and outside ISO. The 2020 winner
has been selected by the TMB at its June 2020 meeting and will be announced in September 2020.
The nominees for the 2020 award are:
1. TC 5/SC 2 on Cast iron pipes, fittings and their joints
2. TC 34/SC 18 on Cocoa
3. TC 39/SC 4 on Woodworking machines
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2020年末までにすべてのISO委員会作業文書がISO Documentsから入手できるようになります。
同プロジェクトに関する詳細(このパイロットに参加している委員会及び作業グループのリストを
含 む ) は こ の ペ ー ジ か ら 入 手 で き ま す 。 質 問 が あ れ ば 、 プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ ャ ー の Javier
Linares(linares@iso.org)またはプロジェクトオーナーのKirsi Silander(silander@iso.org)にご連絡
ください。

4. オンラインでの規格執筆
背景: TMB決議39/2017を受け、より共通のITシステムの達成というIEC及びISOの各会長の目標に
沿って、両機関は2018年4月から規格のオンラインでの執筆のために整合された他にはないプラッ
トフォームを国際及び地域(例：CEN/CENELEC)レベルで提供するために協力している。新しいオ
ンライン協働執筆ツールは規格開発目的での強化されたオンラインコメント機能を提供し、優れ
たコメント丁合ツールセットも次第に含むことになる。
ISOがホストする規格執筆及び作業グループのコメント機能に重点を置いた同ツールのパイロット
は2020年第4四半期に開始される。同パイロットはCEN-CENELEC、IEC及びISO作業グループで
構成されることになる。IEC/ISO合同変化管理業務は共通構想声明をもたらしており、組織全体で
のパイロットの協調された導入を確実にするだろう。
これが意味するところ: パイロット候補者募集がTMBに向けて行われました。これは、明日の世界
に関連がある新しい付加価値のある製品及びサービスを提供するために効率的に協働して業務を
行う目的で、規格開発者がオンラインでの規格執筆環境の創設に貢献できるに他にない機会です。
同プロジェクトチームが求めているパイロットの概略に関する詳細については、こちらをご覧く
ださい。
質問があれば、プロジェクトマネジャーのPatrice Canonne(canonne@iso.org)またはプロジェク
トオーナーのMonica Ibido(ibido@iso.org)にご連絡ください。

5. ISO Meetings – 会議プランナー機能の紹介
背景: ISOコミュニティを支援するために、ISO/CSは現在の世界規模のロックダウンのなかで専門
業務コミュニティが直面する課題に対応する革新的な関連ソリューションを識別し導入するため
にいくつかの部門を代表する専用タスクフォースを設置した。このイニシアティブはすでにISO
Meetingアプリを通じて企画される仮想会議のための新しい時間プランナーのリリースをもたらし
た。
これが意味するところ: 会議手配者は仮想会議の日付を選択できるようになり、同システムがグ
ローバルディレクトリにある委員会／作業グループに参加するメンバー及びリエゾンのタイムゾ
ーンをもとにもっとも最適な時間を自動的に検索して提案します。会議手配者はISO Meetingsプ
ラットフォームから直接またはISO Connectからステップ毎の説明が入手可能です。質問があれ
ば、helpdesk@iso.orgまでご連絡ください。

6. 2020年L.D. アイカー賞 – 受賞者
背景: ローレンスD.アイカー賞は優れた業績を持つ委員会を称えるために創設された。この賞は
ISO内外で自身の成果を明示し、自身の業務の認知度を高める機会を委員会に提供するものであ
る。2020年の受賞者は2020年6月会議でTMBにより選出されており、2020年9月に発表される。
2020年の受賞候補は以下の通り。
1. TC 5/SC 2

鋳鉄管、管継手及びその接合部

2. TC 34/SC 18

ココア

3. TC 39/SC 4

木工機械
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4. TC 45 on Rubber and rubber products
5. TC 46/SC 1 on Archives/records management
6. TC 61 on Plastics
7. TC 94/SC 14 on Firefighters' personal equipment
8. TC 150 on Implants for surgery
9. TC 210 on Quality management and corresponding general aspects for medical devices
10. TC 229 on Nanotechnology
11. TC 267 on Facility management
12. TC 301 on Energy management and energy savings
13. PC 305 Sustainable non-sewered sanitation systems
What this means for you: Are you interested in learning who the winner is for 2020? Then make
sure to read the September edition of the TMB Communiqué. If you think your committee could be
the next winner of the L.D. Eicher award, keep an eye out for the call for nominations which will be
launched in early 2021 or contact tmb@iso.org for further information.

7. Task Force 14 on ISO Virtual Standards development process (IVP)
Background: Due to the ongoing COVID-19 situation and the fact that all committees are working
100% virtually until further notice, the call for candidates to take part in pilots within the IVP project
has been cancelled and a new project proposal (ISO Virtual – accelerating and supporting the
transition from physical to virtual meetings) to support the acceleration of a transition towards more
virtual work is being developed. The aim is to use the lessons learned from the ongoing IVP pilot
(led by ISO/TC 301/WG 15) and feedback from the COVID-19 crisis, to review the current rules,
policies and technical needs. This will ensure that our standards development process and tools are
optimal for virtual work.
What this means for you: Are you interested to know more and follow-up on the evolution of ongoing
activities and projects to address virtual work? Then stay tuned and don’t forget to read the September
edition of the TMB Communiqué. If you have any questions contact Mélanie JACOB (Project
Manager) jacob@iso.org.

8. Strategic Advisory Group on Accessibility
Background: The Strategic Advisory Group (SAG) on Accessibility was created in September 2018
with TMB Resolution 99/2018. The SAG was created to explore how to bring together information
on accessibility and how to best share it with the technical community. It is estimated that over a
billion people around the world have some form of disability. ISO needs to encourage the
development of standards that take into account the widest range of users and ensure that these
can access products, goods and services.
As well as working on mapping all existing accessibility deliverables (which will allow committees
and working groups to find existing work on accessibility), the SAG is preparing its final report and
recommendations to submit to the TMB in September 2020.
What is means for you: The mapping can be found on the Accessibility page on ISO Connect and
look out for the next Communiqué for news on the SAG’s final report. If you have any questions or
feedback please contact the Secretary of the SAG on Accessibility, Mikaela Sampson at
sampson@iso.org.
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4. TC 45

ゴム及びゴム製品

5. TC 46/SC 1
6. TC 61

アーカイブ／記録管理

プラスチック

7. TC 94/SC 14

消防隊員用個人防護装備

8. TC 150

外科用インプラント

9. TC 210

医療機器の品質管理と関連する一般要求事項

10. TC 229

ナノテクノロジー

11. TC 267

ファシリティマネジメント

12. TC 301

エネルギーマネジメント及び省エネルギー量

13. PC 305 持続可能な非下水道衛生システム
これが意味するところ: 2020年の受賞者が誰か知ることに興味がおありですか。では、TMBコミ
ュニケの9月号を必ずお読みください。ご自身の委員会が次のL.D.アイカー賞受賞者になれるとお
考えでしたら、2021年初めに開始される推薦者募集を見逃さないか詳細についてtmb@iso.orgま
でご連絡ください。

7. ISO仮想規格開発プロセス(IVP)に関するタスクフォース14
背景: 進行中のCOVID-19情勢及び追って通知があるまですべての委員会が100%仮想で業務を行っ
ているという事実のため、このIVPプロジェクト内のパイロットに参加する候補者募集は中止とな
り、より仮想での業務への移行の迅速化を支援するための新しいプロジェクト提案(ISOバーチャ
ル – 対面から仮想会議への移行の迅速化と支援)が作成されている。現在の規則、原則及び専門業
務ニーズを精査するために、進行中のIVPパイロット(ISO/TC 301/WG 15主導)からの教訓と
COVID-19危機からのフィードバックを使うことを目指すものである。これは私たちの規格開発プ
ロセス及びツールが仮想業務に最適であることを確実にすることになる。
これが意味するところ: 仮想業務に対処する進行中の活動及びプロジェクトの展開に関する詳細及びフォ
ローアップを知ることに興味がおありですか。では、TMBコミュニケの9月号を読むのを忘れずに。質
問があれば、プロジェクトマネジャーのMélanie JACOB(jacob@iso.org)にご連絡ください。

8. アクセシビリティに関する戦略諮問グループ
背景: アクセシビリティに関する戦略諮問グループ(SAG)は2018年9月にTMB決議 99/2018により
設置された。同SAGはアクセシビリティに関する情報をまとめる方法及び専門業務コミュニティ
と共有する最善の方法を検討するために設置された。世界には何らかの障害を抱える人が10億人
以上いると推定される。ISOは最も広範囲の使用者を考慮し、これらの人々が製品、商品及びサー
ビスにアクセスできることを確実にする規格の開発を奨励する必要がある。
アクセシビリティに関するすべての既存規格類の全容図作成に取り組む(委員会及び作業グループ
がアクセシビリティに関する既存業務を見つけられるようになる)ことに加え、同SAGは2020年9
月にTMBに提出する最終報告及び要求事項を作成している。
これが意味するところ: この全容図はISO Connectのアクセシビリティページで見つけられます。
同SAGの最終報告に関するニュースについては次号のコミュニケをお楽しみに。質問またはフィ
ー ド バ ッ ク が あ り ま し た ら 、 ア ク セ シ ビ リ テ ィ に 関 す る SAG 事 務 局 の Mikaela
Sampson(sampson@iso.org)にご連絡ください。
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9. ISO Gender Survey
Background: In September 2019 the ISO Council approved the ISO Gender Action Plan 2019-2021
(GAP). Priority 1 of the GAP is the collection of gender data on ISO members’ top management,
technical committees, experts and governance bodies representatives. The goal is to understand
the current gender balance as well as the participation of the next generation in ISO’s activities. The
survey is voluntary, but the more data we can collect the better. The data will contribute to future
initiatives to enhance gender representation in standardization work and to our work to ensure that
standards are gender responsive.
All responses to this survey are anonymous. No contact details are collected, and the respondents’
IP address is discarded as soon as the respondent visits the survey. ISO is committed to protecting
the privacy of its members and experts.
What is means for you: If you are a Chair, Committee Manager, or Project Leader you will have
received a link to this survey which takes less than 2 minutes to complete. As well as completing it
yourself, please forward the survey link to all the ISO experts registered in your TC, SC, PC or WG.
Please do not forward this to experts in national mirror committees. If you have any questions please
write to gender@iso.org.

10. Revision of the Getting started toolkits and My ISO Job Brochure
Background: ISO/CS is currently updating the “Getting Started Toolkits” for chairs, convenors and
committee managers and the “My ISO Job” brochure. The documents are being updated to reflect
changes in the latest version of the ISO/IEC Directives and the ISO Supplement (May 2020 editions).
What is means for you: We will make an announcement with a blog post on ISO Connect once the
new versions are published and will upload them in the Resource library.

REMINDERS
11. Living Lab: Committee innovation proposals
Background: Recalling TMB Resolutions 72/2015 and 73/2015, the TMB decided to continue
committee innovations pilots as part of the second phase of the Living Lab Project. Committee
innovations are ideas proposed by committees that will help improve their working processes and
improve the status quo within the current standard development process. Ideas may be submitted
to the ISO Central Secretariat using this form.
These proposals are subject to approval by the Living Lab 2 TMB Task Force and when validated
become pilots that the committee will manage for testing working processes. Upon completion of the
testing period and provided that the outcome of the pilot is successful, the TMB will vote to implement
the pilot’s final recommendations and to make them “official” (i.e. by modifying the ISO Directives,
issuing new guidelines, using new tools, etc.).
What this means for you: If you believe you have a good proposal for a committee innovation that
would improve working processes and benefit several committees, please fill in the form and send it
to us at tmb@iso.org. If you would like to know more about committee innovation proposals and
current pilots, additional information is available here on ISO Connect.

12. Resource library
Background: The Technical Policy team has created a Resource library with all the information that
5
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9. ISOジェンダー調査
背景: 2019年9月、ISO理事会はISOジェンダー行動計画 2019-2021(GAP)を承認した。同GAPの優
先事項1はISO会員の上層部、専門委員会、専門家及びガバナンス委員会への代表者に関するジェ
ンダーデータの収集である。現在のジェンダーバランスの理解並びにISO活動への次世代の参加が
ゴールである。この調査は任意だが、集められるデータが多いほど良い。このデータは標準化業
務でのジェンダー代表性を強化するための今後のイニシアティブ並びに規格がジェンダーの視点
を取り入れたものであることを確実にするための私たちの業務に貢献することになる。
この調査への回答はすべて匿名である。連絡先は収集されず、回答者のIPアドレスは回答者が同
調査を訪問するとすぐに破棄される。ISOは会員と専門家のプライバシー保護に全力で取り組ん
でいる。
これが意味するところ: ご自身が議長、委員会マネジャーまたはプロジェクトリーダーでしたら、
2分以内で完了するこの調査へのリンクを受け取っているかと思います。ご自分が完了させるだけ
でなく、ご自身のTC、SC、PC またはWGに登録されているISO専門家全員に同調査へのリンクを
転送してください。これを国内対応委員会の専門家には転送しないでください。質問があれば、
gender@iso.orgまでメールをお送りください。

10. さあ始めようツールキット及び私のISO業務小冊子の改訂
背景: ISO/CSは現在、議長、コンビーナ及び委員会マネジャー向けの“さあ始めようツールキット”
及び“私のISO業務”小冊子を更新している。同文書の更新は最新版のISO/IEC専門業務用指針・ISO
補足指針統合版(2020年5月版)の変更点を反映させるためのものである。
これが意味するところ: 新版が発行され次第、ISO Connectのブログに発表を掲載し、リソースラ
イブラリにアップロードする予定です。

注意事項
11. リビングラボ: 委員会独自の工夫提案
背景: TMB決議72/2015及び73/2015で、TMBはリビングラボプロジェクトの第2フェーズの一環と
して委員会独自の工夫パイロットを継続することを決定した。委員会独自の工夫はその委員会及
び他の委員会の作業プロセスの改善に役立ち、現在の規格開発プロセス内の現状を改善する委員
会提案のアイディアである。アイディアは本書式を使用してISO中央事務局に提供することができ
る。
これらの提案はリビングラボ2 TMBタスクフォースの承認を得ることが条件であり、有効とされ
ればパイロットになり、委員会が作業プロセスをテストするために管理することになる。テスト
期間が終了し、パイロットの結果が成功であった場合、TMBはそのパイロットの最終推奨事項の
実施及びこれらの“公式”化(すなわちISO専門業務用指針の変更、新ガイドラインの発行、新ツール
の使用等を行う)を投票で決めることになる。
これが意味するところ: 作業プロセスを改善し、いくつもの委員会に便益を与える委員会独自の工
夫に関する良い提案があるとお思いでしたら、本書式に記入し、tmb@iso.orgにお送りください。
委員会独自の工夫及び現在パイロットに関してもっと知りたい方は、ISO Connectにあるこちらで
追加情報が入手可能です。

12. リソースライブラリ
背景: 専門業務ポリシーチームは専門業務に役立つすべての情報を用いて リソースライブラリを構
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is useful for the technical community. Here you can find guidance documents, brochures, toolkits
and other useful documents such as guidance to help you for holding virtual meetings. The library is
organized by subjects and updated regularly.
What this means for you: When you are looking for advice or “how to” documents, make sure
to visit the Resource library first. For suggestions on how to improve it, please send an email to
tmb@iso.org

EVENTS
Cancellation of the 2020 ISO General Assembly in Abu Dhabi
Council took the decision to cancel the 2020 ISO General Assembly to be held on 23-24 September
2020 in Abu Dhabi (United Arab Emirates). Required statutory items for decision in 2020 will be
addressed by correspondence, and a virtual session for ISO members will be organized on 24
September 2020. The other meetings planned to take place during the week, such as the TMB
meeting, are also being held virtually. The dates and times of these meetings have been set in
coordination with the respective Chairs and their members have been informed accordingly.
Should you have any questions, do not hesitate to contact José Baltar, Head of Governance
(gov@iso.org).

NEW COMMITTEES
Reminder: NSBs proposing a new committee have the option to organize a web conference
session(s) to “promote” their NPs and TS/Ps and to answer any questions from ISO members. This
is normally done half-way through the 12-week voting period. See the process here on ISO Connect.
For information on new proposals and the stages of approval that they are in, please click on the
following link: https://connect.iso.org/x/L4AhAQ

TMB RESOLUTIONS
TMB Resolutions (including 2020) are available on e-committees:
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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築した。ここでは、ガイダンス文書、小冊子、ツールキット及び仮想会議の開催に役立つ指針と
いったその他の役に立つ文書を見つけることができる。このライブラリはテーマごとに整理され
ており、定期的に更新される。
これが意味するところ: アドバイスまたは“ハウツー”文書をお探しでしたら、必ず最初にリソース
ライブラリを訪れてください。改善方法の提案があれば、tmb@iso.orgにメールをお送りください。

イベント
アブダビでの2020年ISO総会の中止
理事会はアブダビ(アラブ首長国連邦)で2020年9月23日～24日に開催予定だった2020年ISO総会の
中止を決定した。2020年に必要とされる規則上の決定に関する事項は通信で取り上げ、ISO会員
のための仮想セッションが2020年9月24日に開催される。TMB会議といった同週に開催が予定さ
れていたその他の会議も仮想で開催される。これらの会議の日時はそれぞれの議長と協議の上設
定され、メンバーに適宜連絡済みである。
質問があれば、遠慮なくGovernance部長のJosé Baltar (gov@iso.org)にご連絡ください。

新委員会
注意事項: NSBs新しい委員会を提案するNSBには自身のNP及びTS/P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開催する選択肢があります。これは通常12週間の投
票期間の半ば頃に行われます。ISO Connectのここにある同プロセスをご覧ください。新提案及び
その承認状況に関する情報については、次のリンクをクリックしてください:
https://connect.iso.org/x/L4AhAQ

TMB決議
TMB決議(2020年分を含む)はe-committeesで入手可能です。
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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