グローバルディレクトリ（Global Directory）登録に関する FAQ
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1 グローバルディレクトリ（以下 GD）全般について
質問 1： GD には必ず登録しなければならないのですか。
【答え】 ISO の国際標準化活動に直接参加されている方は必ずご登録ください。登録すると、必要な文書への
アクセスや投票が可能になります。
質問 2： 「委員会メンバー（committee member）」とは何ですか。
【答え】 委員会メンバーとは、最も一般的な登録の名称で、TC/SC の日本代表委員および WG のエキスパート
が登録対象となります。この役割で登録されると、ISO Documents(ISOTC サーバ)の担当TC/SC/WG ページにア
クセスできます。アクセスすると、Library(文書フォルダ)から委員会文書を入手したり、「Member list」から各国の
委員会メンバーを確認すること等が可能です。また、Library に文書がアップロードされると、メールで自動通知
が送信されます。
質問 3： 「委員会メンバー」と「NMCメンバー」との違いは何ですか。
【答え】「委員会メンバー」 は、ISO Documents (ISOTC サーバ)にアクセスし、担当 TC/SC/WG ページで必要な
文書を入手できます。ただし、その登録対象は TC/SC の日本代表委員や国内審議委員会事務局および WG
のエキスパートが基本となり、登録は TC/SC/WG 毎です。
一方、国内審議委員会でも国内議論のために「委員会メンバー」と同じ文書の入手が必要となることがあり
ます。「委員会メンバー」から文書を転送する手間を省くため、ISO 中央事務局は、国内審議委員会の方のため
に ISO Documents の文書が自動的にコピーされる「NMC（National Mirror Committeeサーバ」を設置していま
す。「NMCメンバー」の登録者数は制限がなく、何名でも登録することが出来ます。「NMCメンバー」は、NMCサ
ーバにアクセスし、担当 TC/SC/WG ページで必要な文書を入手することができます。また、文書が ISO
Documents からコピーされると、メールで自動通知が送信されます。
なお、「委員会メンバー」は TC/SC/WG 単位、「NMCメンバー」はTC/SC 単位でGD 登録します。つまり、「NMC
メンバー」は WG 単位での登録がなく、登録した TC または SC 直下にある全 WG の文書をダウンロードするこ
とができます。
質問 4： 投票者は、複数人登録したほうがいいのでしょうか。
【答え】1 名でも複数人でも構いません。投票し忘れを防ぐためにISOでは複数人の登録を推奨しています。た
だし複数人の場合、JISC としての投票は1 票のみですので、意見の統一を図るようにしてください。

質問 5： TC/SC への参加者を「委員会メンバー」、WG への参加者を「エキスパート」と分けて呼んでいるのに、GD
登録上は TC/SC も WG も「委員会メンバー」となっていますが。
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【答え】GD 登録では便宜上、TC/SC もWG も「委員会メンバー」と呼んでおり、「エキスパート」という名称の役割が
ありません。
質問 6： MPA（会議承認者）とは何ですか？どのような役割で、何人登録が必要ですか？
【答え】MPAとはMeeting Participant Approver（会議承認者）の略称であり、TC/SCにのみ存在します（WGには
ありません）。各TC/SCで1名ないし2名設定してください。MPA業務は、委員会メンバー等が兼ねることもできま
す。ISO MeetingsにおけるTC/SC会議の参加登録は、委員会メンバー登録がある者は自分でできますが、登
録期間が過ぎてしまった場合や、TC/SCの委員会メンバー登録がない者の登録は、自国の各TC/SCのMPA
の役割を持つ者によって代理登録することができます。

2 登録申請方法
質問 7： GD への登録申請はどのようにすればいいのでしょうか。
【答え】JSA の「ISO グローバルディレクトリへの登録」
（https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_gd-toroku/）をご覧ください。
質問 8：この度、初めて GD に登録を申請しました。初期設定は何か必要ですか。
【答え】初めて登録した場合、ISO 中央事務局からパスワード設定のための URL を記載したメールが届きま
す。自動送信されるメールの案内に従ってパスワードを設定して下さい。パスワードが分からなくなった場合、
ご自身でパスワードの再設定が可能です。詳細は、ISO helpdesk knowledge base「Reset password」（パスワー
ドのリセット）（https://helpdesk-docs.iso.org/article/38-reset-password）をご覧ください。ISO helpdesk
knowledge base（ISO 電子ツール総合案内、オンライン版、英語サイト)（https://helpdesk-docs.iso.org/）から
「Getting started」→「ISO Portal」→「Reset password」からもご確認いただけます。
※外部サイトへジャンプします。
質問 9： GD 登録は、個人で申請することが可能ですか。
【答え】 GD 登録は、登録対象の TC/SC を担当する国内審議委員会事務局（国内審議団体）を通じて JSA に
申請して下さい。各 TC/SC の国内審議委員会事務局の名称・連絡先が分からない場合は、
JSA の「ISO/IEC TC一覧及び国内審議団体連絡先情報」または JISC のホームページ
（https://www.jisc.go.jp/international/index.html） ⇒「TC・SC 別名称・参加地位・審議団体連絡先」）にて確認
することが出来ます。
質問10： TC や SC に登録すれば、その直下の WG へ登録しなくても良いですか。
【答え】 TC/SCのメンバー登録とWGのメンバー登録は別です。TC や SC に登録しても、直下の WG へのアク
セス権は付与されません。WG 文書へもアクセスが必要な場合には、WG の番号を記入してご登録ください。
「NMC メンバー」の場合、TC/SC 単位で登録すればその直下のWG 文書へアクセスできますので、WG 単位の
登録は必要ありません。
質問 11： 「Personal e-mail」と「Notification e-mail」の違いは何ですか。
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【答え】 「Personal e-mail」は、ログインする時のユーザ名になります。パスワード設定や個人情報を変更した際
の通知は、こちらに届きます。「Notification e-mail」は、その委員会に関係する通知を受信するメールアドレス
（例：文書アップロード通知、投票開始の通知）です。同じメールアドレスを指定しても、別のメールアドレスを指
定しても構いません。

質問 12 ： GD のパスワード設定に決まりはありますか。
【答え】あります。英字、数字ともに最低 2 文字以上を使い、8 文字以上で登録ください。
質問 13 ：担当しているTC（またはSC）に、日本はO メンバーとして参加しています。参考までに直下のWG 文書
もダウンロードしたいので、WG に GD 登録したいのですが。
【答え】親委員会（TC またはSC）がP メンバーでないと、その直下の WG の文書へはアクセスできません。O メ
ンバーとして参加している委員会直下の WG には、登録ができないため文書を見ることはできません。

3 登録内容の変更
質問 14：メールアドレスが変わりました。自分で登録を変更することは可能ですか。
【答え】できません。変更の際は、「ISOグローバルディレクトリへの登録」
（https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_gd-toroku/） ⇒『登録申請方法』にある申請書
にて GD 登録担当者宛てにE メールにて送信ください。
質問 15： メールアドレスを変えずに担当者名のみ変更することはできますか。
【答え】変更いただくことが可能です。変更の際は、「ISOグローバルディレクトリへの登録」
（https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_gd-toroku/） ⇒『登録申請方法』にある申請書に
て GD 登録担当者宛てにE メールにて送信ください。

質問 16：人事異動に伴い、担当者を移行する場合は、どのように申請すればよろしいでしょうか。
【答え】 申請書に後任者の登録事項を記入し、「備考」欄のプルダウンメニューから「変更」を選択してください。
また、コメント欄に「××から引継ぎ」など交代の旨を記入ください。

4 登録内容の確認
質問 17：自分の GD 登録内容を確認できますか。
【答え】確認いただけません。まずは、ご所属の TC またはSC の国内審議団体様にお問い合わせください。国
内審議団体様でもご不明な場合は、国内審議団体様経由で JSA までお問い合わせください。
質問 18：現在「委員会メンバー」ですが、他の誰が「委員会メンバー」に登録されているか確認できますか。
【答え】「委員会メンバー」一覧は、ISO Documents にアクセスし、ご担当委員会のページにある「Member list」
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からご確認いただけます。投票者の一覧は、国内審議団体事務局にお問合せ下さい。

5 GD 登録された人の権限
質問 19： 「CIB,DIS,FDIS,SR 投票者」 のみ投票やコメント提出する権限をもち、「委員会メンバー」は投票が出
来ないのでしょうか。
【答え】 そうです。「委員会メンバー」は投票やコメント提出をする権限がありません。投票者としてGD 登録され
た方が、投票ツール（Balloting Portal）にアクセスして投票やコメント提出をする必要があります。
なお、同一の方が「委員会メンバー」と「CIB,DIS,FDIS,SR 投票者」を兼ねることも可能です。
質問 20：「委員会メンバー」も、「CIB,DIS,FDIS,SR 投票者」と同様に投票文書をダウンロードできますか。
【答え】投票文書は、投票者のみアクセスできる投票ツール（Balloting Portal）に置かれていますので、「委員会
メンバー」のみのご登録ではダウンロードできません。
質問 21：「委員会メンバー」も、「CIB,DIS,FDIS,SR 投票者」と同様に、投票に関する通知メールを受け取れます
か。
【答え】投票に関する通知は、「CIB,DIS,FDIS,SR 投票者」にのみ届きますので、「委員会メンバー」のみのご登
録では受け取ることが出来ません。
質問 22： 投票者の GD 登録が TC/SC 単位で、WG 単位の登録がないのは、なぜですか。
【答え】WG レベルでは今のところ投票を行っておりません。従って、GD 登録も TC/SC 単位となります。
質問 23： 自分が投票する CIB 投票について、締切前ですが各国の投票状況を確認することは出来ますか。
【答え】投票を設定したコミッティマネジャーのみ投票ツール（Balloting Portal）で確認できます。その他の方は、
一切確認することが出来ません。委員会マネジャーも、締切前は公開しないのが原則です。

6 トラブル・シューティング
質問 24： ユーザネーム、パスワードを忘れました。
【答え】ユーザネームは、登録申請したメールアドレスです。パスワードのリセット方法は、質問8を参照してくださ

い。
質問 25： GD 登録の申請をしましたが ISO からパスワード設定のための URL を記載したメールが届きません。
【答え】 初期登録後には必ず ISO 中央事務局（helpdesk@iso.org）からメールが届きます。このメールが届かな
い場合、①申請したメールアドレスに間違いがないか、②お使いの電子メールシステム上、迷惑メールとして認
識されていないか、いま一度ご確認下さい。以上 2 点を確認して問題が解決しなければ、GD 登録担当者宛てに
E メールにてお問い合わせください。
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以上
【参考URL】
・日本規格協会「ISO グローバルディレクトリへの登録」：
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_gd-toroku/
・日本規格協会「ISO/IEC の規定・政策等」→【２】 ISO/IEC専門業務用指針及び規格作成のツール等：
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/std_shiryo1/#shiryou2
・ISO helpdesk knowledge base（ISO 電子ツール総合案内、オンライン版、英語サイト)
→「Global Directory」：
https://helpdesk-docs.iso.org/collection/173-global-directory
【お問合せ先】
一般財団法人 日本規格協会 標準化総括・支援ユニット 国際標準化支援チーム
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田MT ビル
E-mail: e-iso@jsa.or.jp
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