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ISO ブロシュア動向 
（前回ISO上層報告会（2020-04-13）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 

2020/04 新規 3-1 ISO IVP 仮想会議チェックリスト 英和対訳 掲載 

2020/04 新規 1-3-1 さあ始めようツールキット – 委員会リエゾン向け 英和対訳 更新済 

2020/04 新規 3-1 委員会支援のためのCOVID-19対策 – よくある質問 英和対訳 更新済 

2020/04 新規 3-1 仮想会議の参加ガイドライン 英和対訳 掲載 

2020/05 改訂 4-5 ISO行動規範を実施するための提言 英和対訳 掲載 

2020/06 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（2020年） 英和対訳 掲載 

2020/06 改訂 4-8 ツイニングでウイニング（2020年） 英和対訳 掲載 

2020/06 改訂 4-5 専門業務のためのISO行動規範（2020年） 英和対訳 掲載 

2020/06 改訂 1-3-1 さあ始めようツールキット – 委員会リエゾン向け（2020年5月） 英和対訳 掲載 

2020/07 新規 1-2 国家標準化戦略 英和別冊 掲載 

2020/07 改訂 3-1 委員会支援のためのCOVID-19対策 – よくある質問（2020-6-23）  英和対訳 掲載 

2020-07-13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 
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新ブロシュア 

Getting started toolkit for committee liaisons 
さあ始めようツールキット – 委員会リエゾン向け 
（2020年発行 第1版） 英和対訳版 
 
リエゾンのさまざまな種類を理解し，ISO委員会とのリエ
ゾン機関／委員会のリエゾン代表者としての役割を開始
するための入門書。 

類書紹介 
• Getting started toolkit for ISO committee Chairs 2019年版 
• Getting started toolkit for ISO Committee Managers 2019年版 
• Getting started toolkit for working group Convenors 2019年版 
• My ISO job – What delegates and experts need to know 2019年版 
Directives 2020年改訂を受け，これらブロシュアも改訂中 



訳者コメント： 
主対象は途上国NSBであるが，先進国，そして各TC/SCの審議団体各位にも参考にな
る点はあると確信してます。 

ISOブロシュア動向 
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National Standardization Strategies（NSS) 
国家標準化戦略 
（2020年発行 第1版）英和分冊 
   

ISOが開発した「NSSを策定するための方法論」の紹介。 
「発展途上国のためのISO行動計画（APDC）2016-2020」
の枠組みのなかで開発された。 
前身は，ISO Methodology 2.0 (2013) 
https://www.iso.org/publication/PUB100344.html 

新ブロシュア 
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１）委員会会議遠隔参加のためのガイドライン（2018年6月）[既存] 
・プロジェクトマネジメントの視点からのガイドライン 
・Directivesから参照あり 

２）仮想会議の参加ガイドライン（2020年4月） 
・Covid-19対策として出されたガイドライン 
・ISO Connect(*)から参照あり 

３）ISO IVP仮想会議チェックリスト（2020年4月） 
・IVPの観点からの仮想会議のためのチェックリスト 

４）委員会支援のためのCOVID-19対策 – よくある質問（2020年6月） 
・4月に発行，6月に更新された 
・ISO Connect (*)からの参照あり 

Web会議関係，Covid-19対応FAQ 

(*) ISO Connect: COVID-19 - Temporary measures for committee work 
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ISO/IEC専門業務用指針第1部及び統合版ISO補足指針2020年版 
  

英議版 ISO発行：2020-05-01 
https://www.iso.org/directives-and-policies.html 
   

対訳版 JSA発行：2020-07-01 
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_shiryo1/#shiryou2 
 
 
 

2020年 Directives改訂 

専門業務用指針第2部は，2020年は改訂なし。 
2018年版（掲載中）が最新。 
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■規格開発48か月トラック（SDT 48）廃止（2.1.6.1） 
• TMB決議 55/2019 (June 2019)にて既決 
• 今後は，18，24，36か月トラックが利用可 
• 期限（Limit date）をDIS登録時と発行時に設定 

■附属書 L 及び附属書 M を ISO補足指針へ 
• MSSに関するこれら附属書をISO補足指針に戻し，SL 及び SP とする。 
（2019年改訂でISO/IEC Directivesに移ったばかりだが） 

■特許ポリシー（2.14.2，II.2(Annex I)) 
• 関連特許が確認された場合，「序文に該当の特許情報を記載する」から
「特許Databaseを参照するように記載する」 

2020年版 Directives 改訂のポイント (1) 
（講師の独断で項目選出） 
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■会議議事録（SQ.3.2.4 ，SK.4） 
• 会議議事録は会議終了後４週間以内に回付する 
 （今回，この規定がWG会議にも適用することが明示された） 

■グローバルな用語 “Committee” (文書全体） 
• TC，SC，SyC および PC を包括する用語として用いる 

→ IEC版で適用，ISO版では非適用 

2020年版 Directives 改訂のポイント (2) 
（講師の独断で項目選出） 

コミッティ？ 
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ISO helpdesk knowledge base 
（ITツール オンライン マニュアル） 

URL: https://helpdesk-docs.iso.org/ 

ページトップ部分： 

以下のポータルあり： 

Ballots,  Documents, Getting started, Global Directory, Meetings, 
Web conferencing (Zoom), Projects 

従前のPDFマニュアルは，順次廃止になっています。 

「お気に入り」に登録を！ 快適な 
ISOライフを!! 

https://helpdesk-docs.iso.org/
https://helpdesk-docs.iso.org/


 ＜お問合せ先＞ 

 

 

一般財団法人 日本規格協会 

システム系規格開発ユニット 
E-mail：kokusai@jsa.or.jp 

 ご清聴ありがとうございました 

2020 
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