
tmb 

1 
 

TMB Communiqué 
 No.  68 – June 2021 

 

Contents 
HIGHLIGHTS FROM THE JUNE 2021 TMB MEETING ........................................... 2 

1. TMB Task force on Social responsibility ................................................................. 2 

2. New strategic advisory group on environmental, social, governance ecosystem .... 4 

3. New strategic advisory group on smart farming (SF) .............................................. 4 

4. ISO/IEC Joint task force (JTF) on new normal (NN) for the standardization work... 5 

NEWS ...................................................................................................................... 5 
5. L.D. Eicher Award 2021 Nominations..................................................................... 5 

6. Strategic advisory group on Critical minerals – Update .......................................... 6 

7. JSAG on Gender responsive standards – Update .................................................. 6 

8. Online Standards Development – call for more pilots ............................................. 6 

REMINDERS ........................................................................................................... 7 
9. Resources for the continuity of ISO technical work during COVID-19 .................... 7 

10. Resource library ..................................................................................................... 7 

NEW COMMITTEES ................................................................................................ 7 

TMB RESOLUTIONS ............................................................................................... 8 
 

  



tmb 

1 

 

 

 

TMB コミュニケ 
No. 68 – 2021年6月 

 
 

目次 
2021年6月のTMB会議の目玉 ............................................................................... 2 

1. 社会的責任に関するTMBタスクフォース .................................................................... 2 
2. 環境，社会，ガバナンスのエコシステムに関する新しい戦略諮問グループ ..................... 4 
3. スマートファーミング（SF）に関する新しい戦略諮問グループ .................................... 4 
4. 標準化業務のためのニューノーマル（NN）に関するISO/IEC合同タスクフォース（JTF）5 

ニュース ................................................................................................................. 5 
5. L.D.アイカ―賞 2021年 受賞候補者 ............................................................................ 5 
6. 重要な鉱物に関する戦略諮問グループ － 更新 ............................................................ 6 
7. ジェンダーの視点を取り入れた規格に関するJSAG －更新 ........................................... 6 
8. オンライン規格開発 – さらなるパイロット募集 ........................................................... 6 

注意事項 ................................................................................................................. 7 
9. COVID-19中のISO専門業務の継続のためのリソース .................................................... 7 
10. リソースライブラリ.................................................................................................. 7 

新しい委員会 ......................................................................................................... 7 

TMB決議 ................................................................................................................. 8 



tmb 

2 
 

HIGHLIGHTS FROM THE JUNE 2021 TMB MEETING 
 

1. TMB Task force on Social responsibility  
 
Overview 
In July 2020, ISO Members voted for the establishment of a technical committee on social 
responsibility. After careful review and consideration, ISO’s Technical Management Board (TMB) 
issued a resolution on 16 June 2021 deciding not to proceed with the establishment of a technical 
committee on social responsibility.  
ISO remains fully committed to social responsibility through ISO 26000, for instance, and potential 
future opportunities.  
Context 
In April 2020, ISO received a proposal for the establishment of a new technical committee on social 
responsibility. The suggested work programme included the revision of ISO 26000 as well as the 
development of implementation guidelines (or standards) to support the integration of social 
responsibility in all types of organizations and the development of guidelines (or standards) on 
specific social responsibility issues. 
The results of the vote met the approval criteria therefore the proposal was then escalated to the 
TMB as is the usual procedure (ISO/IEC Directives). Due to the high level of interest generated by 
the proposal resulting in an important number of comments from Members and external 
organizations, the TMB established a task force to recommend a way forward by considering risks 
and opportunities for ISO.  
The Task Force was composed of TMB members representing the ISO Members.  
In its deliberations, the Task Force took into account the latest Member vote (March 2021) on the 
systematic review of ISO 26000 where a majority of members supported the confirmation of the 
existing standard for a further period of three years. ISO 26000 offers guidance on social 
responsibility and has been widely adopted internationally (in approximately 80 countries). 
Public documentation 
Committee TMB resolutions (iso.org). 
Key messages 

• ISO is committed to social responsibility.  
• The significant number of ISO members that voted in approval of ISO TS/P 289 and wished 

to actively participate in ISO social responsibility standardization indicates that there are 
opportunities for social responsibility standardization in ISO. 

• ISO 26000 has been widely adopted and is used globally.  
• The most recent vote on the review of ISO 26000 stated there is no need to revise the 

standard at present (March 2021).  
• ISO decided not to create a technical committee on social responsibility because of the 

systematic review results on ISO 26000 together with identified risks in creating a technical 
committee at this time. 

• The ISO/TMB will further consider the main opportunities and risks identified during the work 
of the Task Force associated with the creation of a technical committee as well as how to 
mitigate the risks in order to create the best conditions for future ISO social responsibility 
standards development. 

• The decision not to proceed with this committee was made in full alignment with ISO rules 
and procedures which ensure the relevance of ISO work (ISO/IEC Directives), and by 
carefully considering the input given by Members and partner organizations.  

• ISO will continue to evaluate opportunities in the field of social responsibility moving forward. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisotc.iso.org%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D15768654%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1&data=04%7C01%7CLAZARTE%40iso.org%7C5bc1dcc25ee44a0d58c108d91f879552%7C8543418a200d4d6b88c979fb0b651354%7C0%7C0%7C637575489442489635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jRLS2e7GezpRF7WkYd4UUIP%2BRkzmikBB5rdlY0s4n9Y%3D&reserved=0
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2021年6月のTMB会議の目玉 

1. 社会的責任に関するTMBタスクフォース 

概要 

2020年7月，ISO会員は，社会的責任に関する専門委員会の設置に関する投票をしました。慎重な精査

と検討の結果，ISO技術管理委員会（TMB）は，2021年6月16日に，社会的責任に関する専門委員会の

設置は進めないことを決定する決議を発表しました。 

ISOは，例えば ISO 26000を通じて社会的責任に完全に取り組み続けていて，将来の可能性を有してい

ます。 

状況 

2020年4月，ISOは社会的責任に関する新しい専門委員会の設置の提案を受けました。提案された業務

計画には，ISO 26000の改訂，あらゆる種類の組織における社会的責任の統合を支援するための実施ガ

イドライン（又は規格）の開発，及び特定の社会的責任の問題に関するガイドライン（又は規格）の

開発が含まれていました。 

投票の結果は承認基準を満たしたため，提案は通常の手順（ISO/IEC専門業務用指針）としてTMBに上

げられました。提案による関心の高さから，会員や外部組織からのコメントが非常に多く，TMBは，

ISOのリスクと機会を考慮して進むべき方向を推奨するタスクフォースを設置しました。 

タスクフォースは，ISO会員を代表するTMBメンバーで構成されていました。 

タスクフォースはその審議において，会員の過半数がさらに3年間現行の規格の確認を支持したISO 
26000の定期見直しに関する最新の会員投票（2021年3月）を考慮に入れました。 ISO 26000は，社会

的責任に関するガイダンスを提供し，国際的に広く採用されています（約80か国）。 

公開文書 

TMB決議 (iso.org). 

重要なメッセージ 
• ISOは社会的責任に取り組んでいます。 
• ISO TS/P 289の承認に投票し，ISOの社会的責任の標準化に積極的に参加したいと考えたISO会

員がかなりの数いたということは，ISOに社会的責任の標準化の機会があることを示しています。 
• ISO 26000は広く採用されていて，世界中で使用されています。 
• ISO 26000の見直しに関する最新の投票では，現時点（2021年3月）で規格を改訂する必要はな

いことを示しています。 
• ISOは，ISO 26000の定期見直しの結果と，現時点で専門委員会を設立する際に特定されたリス

クを理由に，社会的責任に関する専門委員会を設立しないことを決定しました。 
• ISO/TMBは，専門委員会の設立に関連するタスクフォースの業務中に特定された主な機会とリ

スク，及び将来のISOの社会的責任の規格開発の最良の条件を設定するためにリスクを軽減する

方法をさらに検討します。 
• この委員会を進めないという決定は， ISO業務の市場性を保証する ISOの規則及び手順

（ISO/IEC専門業務用指針）に完全に準拠し，会員及びパートナー組織からの意見を慎重に検討

することによって行われました。 
• ISOは，今後も社会的責任の分野における機会を評価していきます。 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisotc.iso.org%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D15768654%26objAction%3Dbrowse%26viewType%3D1&data=04%7C01%7CLAZARTE%40iso.org%7C5bc1dcc25ee44a0d58c108d91f879552%7C8543418a200d4d6b88c979fb0b651354%7C0%7C0%7C637575489442489635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jRLS2e7GezpRF7WkYd4UUIP%2BRkzmikBB5rdlY0s4n9Y%3D&reserved=0
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• In exploring further development of any standards, including social responsibility, ISO will 
continue to ensure appropriate multi-stakeholder engagement and the effective engagement 
of key international organizations, as well as respect existing international, regional and 
national laws, requirements and conventions.   

Questions 
 
What is ISO 26000?  
ISO 26000:2010 offers guidance on social responsibility. It helps clarify what social responsibility is, 
helps businesses and organizations translate principles into effective actions and shares best 
practices relating to social responsibility, globally. It is aimed at all types of organizations regardless 
of their activity, size or location. Because it offers guidance and not requirements, it cannot be 
certified to.   
ISO 26000 was developed with wide international participation from over 500 global experts from 80 
countries, including representatives from government, NGOs, industry, consumer groups and labour 
organizations around the world. When it was published in November 2010, ISO 26000 set new firsts, 
both for consensus building in standardization, and a comprehensive set of guidelines that increased 
engagement and recognition of social responsibility.  
What impact did the status of this standard have in the decision not to create a technical 
committee on social responsibility?  
One of the primary goals of the proposed committee was to revise ISO 26000, but this standard, 
which has been broadly adopted and used worldwide, had just been reconfirmed by a Member vote 
(March 2021).  
If ISO Members voted in favour of creating a technical committee, why was there a decision 
not to do so? Who made the decision?  
In making the decision not to establish a technical committee on social responsibility at this time, 
ISO carefully considered all comments received on the proposal (from ISO members and external 
parties), the results of the ISO 26000 systematic review and the associated risks and opportunities.  
Due to the significant interest generated by the proposal, the TMB, a representative body composed 
of ISO Members responsible for approving and managing all ISO technical work, established a task 
force to look closely at how to proceed.  
The task force was composed of TMB members representing the ISO Membership. After careful 
consideration, the task force recommended not to proceed with the creation of a new committee.  
The ISO/TMB approved the recommendation not to create a technical committee on social 
responsibility because of the systematic review results on ISO 26000 together with identified risks in 
creating a technical committee at this time. However, ISO/TMB will further consider the main risks 
identified during the work of the Task Force as well as how to mitigate these risks in order to create 
the best conditions for future ISO social responsibility standards development. 
ISO remains committed to social responsibility, particularly through ISO 26000, which has been 
confirmed by ISO members. The broad national adoption and application of ISO 26000 in many 
countries indicates that ISO is a viable organization for the development of international standards 
in this field.  
When moving forward with social responsibility, ISO will continue to ensure appropriate multi-
stakeholder engagement and the effective engagement of key international organizations, as well 
as respect existing international, regional and national laws, requirements and conventions.   
How was the TMB task force constituted?  
The TMB is made up of 15 different National Standards Bodies, representing the interests of the ISO 
members.  

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100258.pdf
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• ISOは，社会的責任を含むあらゆる規格のさらなる開発を模索する際に，適切な複数の利害関

係者の関与と主要な国際組織の効果的な関与を確実にすると共に，既存の国際，地域，国内の

法律，要件，及び慣例を尊重し続けます。 

質問 
 
ISO 26000とは何ですか。 

ISO 26000:2010は，社会的責任に関するガイダンスを提供します。これは，社会的責任とは何かを明確

にし，企業や組織が原則を効果的な行動に変換し，社会的責任に関連するベストプラクティスをグロー

バルに共有するのに役立ちます。活動，規模，又は場所に関係なく，あらゆる種類の組織を対象として

います。要求事項ではなくガイダンスを提供するため，認定を受けることはできません。 

ISO 26000は，世界中の政府，NGO，業界，消費者団体及び労働組織からの代表者を含む，80か国か

らの500人を超える世界中の専門家の幅広い国際参加によって開発されました。 2010年11月に発行さ

れたとき，ISO 26000は，標準化におけるコンセンサス形成，及び，社会的責任の関与と認識を高める

包括的な一連のガイドラインの両方について，新しい最初のものを設定しました。 

この規格の状況は，社会的責任に関する専門委員会を設立しないという決定にどのような影響を及ぼ
しましたか。 

提案された委員会の主要な目標の1つは，ISO 26000を改訂することでしたが，世界中で広く採用され

使用されているこの規格は，会員投票（2021年3月）によって再確認されたばかりです。 

ISOメンバーが専門委員会の設立に賛成票を投じたのなら，なぜそうしないという決定になったのでし
ょうか。誰が決定したのですか。 

現時点で社会的責任に関する専門委員会を設置しないことを決定するにあたり，ISOは，提案に関して

受け取ったすべてのコメント（ISO会員及び外部関係者から），ISO 26000の定期見直しの結果，及び

関連するリスクと機会を慎重に検討しました。 

提案によって生み出された大きな関心のために，すべてのISO専門業務の承認と管理を担当するISO会

員で構成される代表機関であるTMBは，どのように進めるかを綿密に検討するためのタスクフォース

を設置しました。 

タスクフォースは，ISO会員全体を代表するTMBメンバーで構成されていました。慎重に検討した後，

タスクフォースは新しい委員会の設立は進めないことを推奨しました。 

ISO/TMBは，ISO 26000の定期見直しの結果と，現時点で専門委員会を設立する際に特定されたリスク

を理由に，社会的責任に関する専門委員会を設立しないという推奨事項を承認しました。ただし，

ISO/TMBは，タスクフォースの業務中に特定された主なリスクと，将来のISO社会的責任規格の開発に

最適な条件を作り出すためにこれらのリスクを軽減する方法をさらに検討します。 

ISOは，特にISO会員によって確認されたISO 26000を通して，社会的責任に引き続き取り組んでいま

す。多くの国でISO26000が広く採用され，適用されていることは，ISOがこの分野の国際規格を開発

するための実行可能な組織であることを示しています。 

ISOは，社会的責任を推進する際に，適切な複数の利害関係者の関与と主要な国際組織の効果的な関与

を確実にし，併せて，既存の国際，地域，及び国内の法律，要件，及び慣習を尊重し続けます。 

TMBタスクフォースはどのように構成されましたか。 

TMBは，ISO会員の利益を代表する15の異なる国家規格団体で構成されています。 
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The TMB set up a task force with TMB representatives to recommend a way forward by considering 
opportunities and risks for ISO, and in accordance with ISO rules and procedures. 
What about ISO and its commitment to social responsibility?  
ISO remains committed to social responsibility. The broad national adoption and application of ISO 
26000 in many countries indicates that ISO is a viable organization for the development of 
international standards in this field. When moving forward with social responsibility ISO will continue 
to ensure appropriate multi-stakeholder engagement and the effective engagement of key 
international organizations, as well as respect existing international, regional and national laws, 
requirements and conventions.   
Furthermore the ISO Strategy 2030 underlines the importance that ISO places on areas such as 
social responsibility. ISO is built around an ethos of collaboration and believes that standardization 
plays a key role in transforming our world into a sustainable one. We know that standards are more 
relevant and more applicable than ever. The entire standards system is built on collaboration. It is 
testament to the power of multilateralism and the belief that we are stronger than the sum of our 
parts.   
By working together, we’re empowering people with real-world solutions and facing sustainability 
challenges head-on. ISO has a key role to play here as International Standards can be important 
tools to support the shift towards a more sustainable future. 
Contacts  
For queries, please contact: 

• Technical matters – tmb@iso.org   
• External relations – externalrelations@iso.org  
• Communications and Press – communication@iso.org  

 
2. New strategic advisory group on environmental, social, governance 

ecosystem 
 

Background: A new Strategic Advisory Group (SAG) was approved by the TMB at its June 2021 
meeting, to focus on the environmental, social, governance ecosystem (ESG) (TMB Resolution 
59/2021). The use of standards and frameworks to help organizations demonstrate their compliance 
with ESG indicators has been growing globally. There is an opportunity to enhance ISO’s strategic 
engagement in this space to ensure International Standards and the ISO/CASCO toolbox are 
considered as part of the solutions adopted in the ecosystem. ISO is uniquely positioned to help 
solve global challenges associated to ESG with its portfolio of standards as well as by 
complementing existing proposed solutions.  
The SAG will develop a strategy and make a final report and recommendations for TMB approval at 
its September 2022 meeting. It will also help clarify and articulate ISO’s value proposition in the ESG 
ecosystem and propose next steps for ISO. 
What this means for you: The TMB decided that a consultative group should be established in 
order to support the new SAG. This group will be composed of experts from committees that are 
involved in the realm of ‘ESG. Please check the TMB Resolution 59/2021 to see if your committee 
is one of those identified as relevant by the TMB. If you have any questions contact tmb@iso.org 
and watch for updates on the work of the SAG in future editions of this Communiqué. 
 

3. New strategic advisory group on smart farming (SF) 
 
Background: Recognizing the increasing pressure on our food chain from global challenges such 
as climate change, population growth and the risk from pandemics, in June 2021 the TMB approved 
a new Strategic Advisory Group on ‘Smart farming’ (TMB Resolution 60/2021). The smart farming 

https://www.iso.org/strategy2030.html
mailto:tmb@iso.org
mailto:externalrelations@iso.org
mailto:communication@iso.org
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21778966/TMB_Resolution_59-2021.htm?nodeid=21923107&vernum=1
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21778966/TMB_Resolution_59-2021.htm?nodeid=21923107&vernum=1
mailto:tmb@iso.org
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21778966/TMB_Resolution_60-2021.htm?nodeid=21922821&vernum=1
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TMBは，ISOの機会とリスクを検討し，ISOの規則及び手順に従って前に進める方法を推奨するために，

TMBの代表者と共にタスクフォースを設立しました。 

ISOとその社会的責任への取り組みについてはどうですか。 

ISOは引き続き社会的責任に取り組んでいます。多くの国でISO 26000が広く採用され，適用されてい

ることは，ISOがこの分野の国際規格を開発するための実行可能な組織であることを示しています。社

会的責任を推進する際，ISOは引き続き，適切な複数の利害関係者の関与と主要な国際組織の効果的な

関与を確実にし，既存の国際，地域，及び国内の法律，要件，及び慣習を尊重します。 

さらに，ISO戦略2030は，ISOが社会的責任などの領域に置く重要性を強調しています。 ISOは協働の

精神に基づいて構築されており，標準化が私たちの世界を持続可能な世界に変える上で重要な役割を

果たすと信じています。規格はこれまで以上に市場性が高く，適用可能であることを私たちは知って

います。規格システム全体は，協働の上に構築されています。それは多国間主義の力，及び私たちが

私たちの部分の総和よりも強いという信念の証拠です。 

協力することで，私たちは人々に現実世界のソリューションを提供し，持続可能性の課題に正面から

向き合います。国際規格は，より持続可能な未来への移行を支援するための重要なツールとなる可能

性があり，ISOはここで重要な役割を担っています。 

連絡先 

お問い合わせは，以下までご連絡下さい。 
• 専門的問題 － tmb@iso.org 
• 対外関係 －externalrelations@iso.org 
• コミュニケーション及び報道 － communication@iso.org 

 
2. 環境，社会，ガバナンスのエコシステムに関する新しい戦略諮問グループ 

 
背景：環境，社会，ガバナンスのエコシステム（ESG）に焦点を当てるために，新しい戦略的諮問グ

ループ（SAG）が2021年6月のTMB会議で承認されました（TMB決議 59/2021）。組織がESG指標へ

の準拠を実証するのに役立つ規格及びフレームワークの使用は世界的に拡大しています。ここに，こ

の分野でのISOの戦略的関与を強化して，国際規格及びISO/CASCOツールボックスがエコシステムで

採用されるソリューションの一部と見なされるようにする機会があります。 ISOは，既存の提案済みソ

リューションを補完するだけではなく，その規格ポートフォリオでESGに関連する世界的な課題の解

決を支援する独自の立場にあります。 

SAGは戦略を策定し，2022年9月のTMB会議での承認のための最終報告及び推奨事項を作成します。

これは，ESGエコシステムにおけるISOの価値提案を明確に述べ，ISOの次のステップを提案するのに

も役立ちます。 

これがあなたにとって何を意味するか：TMBは，新しいSAGを支援するために協議グループを設立す

る必要があると決定しました。このグループは，ESGの領域に関与する委員会の専門家で構成されま

す。TMB決議 59/2021を調べて，あなたの委員会がTMBによって関連があると特定された委員会の1つ
であるかどうかを確認して下さい。ご不明な点がございましたら，tmb@iso.org にご連絡いただき，こ

のコミュニケの今後の版でのSAGの業務に関する最新情報をご覧下さい。 

3. スマートファーミング（SF）に関する新しい戦略諮問グループ 

背景：気候変動，人口増加，及びパンデミックのリスクなどの世界的な課題による食物連鎖への圧力

の高まりを認識し，2021年6月，TMBは‘スマートファーミング’に関する新しい戦略諮問グループを承

認しました（TMB決議 60/2021）。スマートファーミングのアプローチは，食料生産とそのバリュー

チェーンの効率と持続可能性を改善することを目的として，農業と水産養殖に革新的な技術ソリュー

ションをもたらします。 

https://www.iso.org/strategy2030.html
mailto:tmb@iso.org
mailto:externalrelations@iso.org
mailto:communication@iso.org
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21778966/TMB_Resolution_59-2021.htm?nodeid=21923107&vernum=1
mailto:tmb@iso.org
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21778966/TMB_Resolution_60-2021.htm?nodeid=21922821&vernum=1
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approach brings innovative technical solutions to agriculture and aquaculture with the goal of 
improving the efficiency and sustainability of food production and its value chain. 
 

Many ISO committees are already considering smart farming aspects and approaches, and as part 
of its mandate, the new SAG on SF will look for synergies and opportunities in the existing work, as 
well as identifying any gaps. It will also build a matrix between the SDGs and smart farming in order 
to identify current and potential future challenges and recommend appropriate actions. These 
recommendations, and the other findings the SAG is expected to deliver by September 2022, will be 
summarized in a roadmap. 
What this means for you: The TMB decided that a consultative group should be established in 
order to support the new SAG. This group will be composed of experts from committees that are 
involved in the realm of ‘smart farming’. Please check the TMB Resolution 60/2021 to see if your 
committee is one of those identified as relevant by the TMB. If you have any questions contact 
tmb@iso.org and watch for updates on the work of the SAG in future editions of this Communiqué. 

 
4. ISO/IEC Joint task force (JTF) on new normal (NN) for the 

standardization work  
 

Background: The JTF NN was jointly mandated by ISO/TMB and IEC/SMB to develop general 
guidance for the technical community as the world emerges from the COVID 19 pandemic into a 
“new normal” and options beyond virtual meetings are being considered.   
While the pandemic presented serious challenges to the technical community, the adaptation to 
virtual meetings offered several benefits in terms of participation, efficiency and cost-effectiveness.  
Sustaining these positive changes, while moving towards a measure of in-person interaction within 
its inherent benefits will require a measure of flexible, ISO/IEC-specific guidance for the technical 
community.   
An initial table of contents was reviewed by JTF NN in June 2021 and will be consolidated for initial 
review at a joint ISO/IEC meeting in August 2021, with presentation to TMB and SMB expected in 
September – October 2021.  This guidance is intended to be a living document, accounting for the 
fact that the “new normal” will be an ongoing period of adjustment, rather than a sudden shift from 
current practices.  
What this means for you: As your committee transitions towards a new normal, make sure to read 
the September edition of the TMB Communiqué to remain informed of the progress of the JTF NN. 
All relevant updates related to the evolution of these guidelines will also be made available on this 
ISO Connect page.  
 

NEWS 
 

5. L.D. Eicher Award 2021 Nominations 
 

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 2021 winner has 
been selected by the TMB at its June 2021 meeting and will be announced in September 2021. The 
nominees for the 2021 award are: 

• TC 23/SC 19 Agricultural electronics 
• TC 131/SC 6 Contamination control 
• TC 121 Anesthetic and respiratory equipment 
• TC 267 Facility management 

mailto:tmb@iso.org
https://connect.iso.org/display/standards/COVID-19+-+Temporary+measures+for+committee+work
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多くのISO委員会はすでにスマートファーミングの側面とアプローチを検討しており，SFに関する新

しいSAGはその任務の一環として，既存の業務における相乗効果と機会を探し，ギャップを特定しま

す。また，現在及び潜在的な将来の課題を特定し，適切な行動を推奨するために，SDGsとスマートフ

ァーミングの間のマトリックスを構築します。これらの推奨事項，及びSAGが2022年9月までに提供す

ると予想されるその他の調査結果は，ロードマップに要約されます。 
 
これがあなたにとって何を意味するか：TMBは，新しいSAGを支援するために諮問グループを設置す

る必要があると決定しました。このグループは，‘スマートファーミング’の領域に関与する委員会の専

門家で構成されます。 TMB決議 60/2021を調べて，あなたの委員会がTMBによって関連があると特定

された委員会の1つであるかどうかを確認して下さい。不明な点がありましたら，tmb@iso.org にご連

絡いただき，このコミュニケの今後の版でSAGの業務に関する最新情報をご覧下さい。 
 

4. 標準化業務のためのニューノーマル（NN）に関する 
ISO/IEC合同タスクフォース（JTF） 

 
背景：JTF NNは，世界がCOVID 19のパンデミックから“ニューノーマル”に移行し，仮想会議以外の選

択肢も検討されているため，専門コミュニティ向けの一般的なガイダンスを作成するべく，ISO/TMB 
及び IEC/SMB によって共同で任務を負っています。 

パンデミックは専門コミュニティに深刻な課題をもたらしましたが，仮想会議への適応は，参加，効

率，費用対効果の点でいくつかの利点をもたらしました。これらの前向きな変化を維持しながら，対

面でのやり取りの施策に，その固有の恩恵の範囲内で移行するには，専門コミュニティ向けの柔軟で

ISO/IEC 固有のガイダンスという施策が必要になります。 

最初の目次は2021年6月にJTF NNによって精査され，2021年8月のISO/IEC合同会議での最初の精査の

ために統合され，2021年9月－10月にTMB及びSMBへのプレゼンテーションが予定されています。 “ニ
ューノーマル”は，現在の慣行からの突然の移行ではなく，継続的な調整期間になるという事実を説明

する生きた文書となることが意図されています。 

これがあなたにとって何を意味するか：あなたの委員会がニューノーマルに移行するとき，JTF NNの

進捗状況を常に把握するために，TMBコミュニケの9月版を必ず読んで下さい。これらのガイドライン

の進化に関連するすべての関連する更新は，このISO Connect ページでも利用できるようになります。 

ニュース 

5. L.D.アイカ―賞 2021年 受賞候補者 
 
背景：ローレンス D. アイカ― 賞は，優れた業績を上げた委員会を称えるために創設されました。受賞

した委員会には，ISOの内外で，その成果を実証し，その業務に対する認知を高める機会が提供されま

す。2021年受賞者は2021年6月のTMB会議で選ばれ，2021年9月に発表されます。2021年の受賞候補

者は次のとおりです。 
• TC 23/SC 19 農業用電子設備 
• TC 131/ SC 6 汚染管理 
• TC 121 麻酔装置及び人工呼吸器関連装置 
• TC 267 ファシリティマネジメント 

mailto:tmb@iso.org
https://connect.iso.org/display/standards/COVID-19+-+Temporary+measures+for+committee+work
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• TC 184/SC 4 Industrial data 
• TC 282 Water reuse 
• TC 249 Traditional Chinese medicine 
• TC 138/SC 8 Rehabilitation of pipeline systems 
• TC 283 Occupational health and safety management 
• TC 79/SC 5 Magnesium and alloys of cast or wrought magnesium 
• TC 304 Healthcare organization management 

What this means for you: Are you interested in learning who the winner is for 2021? 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 2022 or contact tmb@iso.org for further information. 
 
6. Strategic advisory group on Critical minerals – Update 
 

Background: The membership of the SAG on Critical Minerals and its supporting Consultative 
Group of experts is almost complete, pending a few confirmations. Members represent a wide range 
of profiles, skills and regions. The group will hold its first meeting on 15 July 2021 with the aim to 
agree on a broad set of parameters for the classification of critical minerals for the purpose of the 
SAG work. It will further meet every 6-8 weeks, following an initial plan for the work that will be 
adjusted as work progresses. 
What this means for you: If you are interested in the work of the SAG on Critical Minerals, then 
make sure to read the September edition of the TMB Communiqué. In case you have any questions 
or wish to know more, please contact the secretary of the SAG, Ms Mercè Ferres 
(FERRES@iso.org). 
 

7. JSAG on Gender responsive standards – Update  
 

Background: In February 2020 (TMB Resolution 9/2020) the TMB created a Joint Strategic 
Advisory Group (JSAG) with IEC on Gender responsive standards that will support the UNECE’s 
Declaration, the ISO Gender Action Plan, and the IEC Diversity Initiative by creating tools to ensure 
standards are gender responsive. The JSAG is working on tools and guidance to help ISO 
committees understand and apply gender considerations in the standards development process.  
The results of a questionnaire sent to ISO and IEC committees this winter have now been published. 
The JSAG will use the information collected as they continue their work. 
JSAG members identified that they needed a definition of a gender responsive standard. They 
decided on a simple definition that can be easily understood by non-gender experts: 
A gender responsive standard is: a standard that reflects an understanding of physical 
differences and gender roles, and equally addresses the needs of women and men.i 

What this means for you: Are you interested in learning more about the work of the JSAG? We 
will keep you up-to-date on its progress in future editions of the TMB Communiqué. If you have any 
suggestions, questions or feedback on the JSAG’s work you can contact the TMB Secretariat, 
tmb@iso.org for more information. 
 

8. Online Standards Development – call for more pilots 
 
Background: The Online Standards Development Program is aimed at providing the technical 
community with a unique and harmonized platform for online standards development, from the 
preparatory stage through to publication for international (ISO/IEC) and regional (such as 
CEN/CENELEC) standards. 
The OSD platform is now available on demand for more WG pilot groups to draft and collaborate on 

mailto:FERRES@iso.org
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21078524/TMB_Resolution_9-2020.htm?nodeid=21077859&vernum=1
https://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/tradewp6thematicareas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html
https://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/tradewp6thematicareas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html
https://connect.iso.org/x/QYViCw
mailto:tmb@iso.org
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• TC 184/SC 4 産業データ 
• TC 282 水の再利用 
• TC 249 伝統的中国医療 
• TC 138/SC 8 配管系の更生 
• TC 283 労働安全衛生マネジメント 
• TC 79/SC 5 マグネシウム及びマグネシウム合金 
• TC 304 ヘルスケア組織管理 

これがあなたにとって何を意味するか：2021年受賞者が誰であるかに関心がありますか。TMBコミュ

ニケ9月版を必ずお読み下さい。あなたの委員会がL.D.アイカ―賞の次の受賞者になれるとお考えなら，

2022年初頭に発表される候補者募集にご注目いただくか，詳細については tmb@iso.orgにお問い合わ

せ下さい。 
 

6. 重要な鉱物に関する戦略諮問グループ － 更新 

背景：重要な鉱物に関するSAG及びそれを支援する専門家による協議グループのメンバー選出は，い

くつかの確認を残してほぼ完了しています。メンバーは，幅広いプロフィール，スキル及び地域を代

表しています。このグループは，SAG業務の目的で重要な鉱物を分類するための幅広い一連のパラメ

ーターについて合意することを目指して，2021年7月15日に最初の会議を開催します。さらに，業務の

進行に応じて調整される業務の初期計画に従って，6－8週間ごとに開催されます。 

これがあなたにとって何を意味するか：重要な鉱物に関するSAGの業務に興味がある場合は，TMBコ
ミュニケ9月版を必ず読んで下さい。ご不明な点がある場合や詳細をお知りになりたい場合は，SAGの

事務局 Ms Mercè Ferres（FERRES@iso.org）までご連絡下さい。 

7. ジェンダーの視点を取り入れた規格に関するJSAG －更新 

背景：2020年2月（TMB決議 9/2020），TMBは，ツールを作成することにより規格が確実にジェンダ

ーの視点を取り入れるように，UNECEの宣言，ISOジェンダー行動計画，及び IECダイバーシティイ

ニシアチブを支援するジェンダーの視点を取り入れた規格に関するIECとの共同戦略諮問グループ

（JSAG）を設立しました。JSAGは，ISO委員会が規格開発プロセスでジェンダーの考慮事項を理解

し適用するのに役立つツールとガイダンスに取り組んでいます。 
 

今年の冬にISO及びIECの委員会に送られたアンケートの結果が公開されました。 JSAGは，収集した

情報を使用して業務を継続します。 
   

JSAGメンバーは，ジェンダーの視点を取り入れた規格の定義が必要であると認識しました。ジェン

ダーの専門家でなくても理解が容易な定義を決定しました。 
   
ジェンダーの視点を取り入れた規格とは，身体的な違いとジェンダーの役割の理解を反映し，女性と
男性のニーズに等しく対処する規格のこと。i 
   

これはあなたにとって何を意味するか：JSAGの業務についてもっと知りたいですか。 TMBコミュニ

ケの今後の版で進捗状況を更新します。JSAGの業務に関する提案，質問又はフィードバックがある

場合は，TMB事務局（tmb@iso.org）に詳細をお問い合わせ下さい。 

8. オンライン規格開発 – さらなるパイロット募集 

背景：オンライン規格開発プログラムは，作成段階から国際（ISO/IEC）及び地域（CEN/CENELECな

ど）規格の発行段階まで，オンライン規格開発のための独自の調和したプラットフォームを専門コミ

ュニティに提供することを目的としています。 

OSDプラットフォームは，より多くのWGパイロットグループが作業原案（WG段階 20.00）で原案作

成及び協働するために，オンデマンドで利用できるようになりました。これには以下が含まれます。 

mailto:FERRES@iso.org
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-15620806/15620808/15624157/15732675/15740441/15741331/21078524/TMB_Resolution_9-2020.htm?nodeid=21077859&vernum=1
https://www.unece.org/tradewelcome/tradewp6/tradewp6thematicareas/gender-responsive-standards-initiative/gender-responsive-standards-declaration.html
https://connect.iso.org/x/QYViCw
mailto:tmb@iso.org
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their Working Draft (WG stage 20.00) and includes: 
• all the basic authoring features found in Word 
• drafting and collaborating with your working group on the same document in real time 
• in context help (incorporated ISO/IEC Directives Part 2, drafting rules, best practices etc.) 
• IEC/ISO structured authoring from the start 
• automated in-line referencing validating your references to published standards 
• updating mathematic equations directly in the document 

To learn more, view the quick preview video of the OSD platform or request an access to the sandbox 
at helpdesk@iso.org. 
What this means for you: If you are interested, please complete the online questionnaire. The 
project team will contact you to provide you with more information and all you need to know for 
your working group to be onboarded. For more information on the project vision and 
implementation roadmap is available on the OSD website. For any questions, please contact 
Deboleena Majumdar, majumdar@iso.org (Change Management) or Monica Ibido, ibido@iso.org 
(Product Owner) 
 

REMINDERS 
 

9. Resources for the continuity of ISO technical work during COVID-19 
 

Background:  In March as the global impact of COVID-19 became apparent, the ISO President’s 
Committee decided that all physical ISO meetings should be banned while COVID-19 presents a 
risk. In response to the crisis, the TMB introduced some temporary measures to help ISO committees 
continue their technical work in an entirely virtual environment. The TMB is closely monitoring the 
impact of COVID-19 on the technical work, and reviewing and updating the temporary measures 
accordingly. 
The restriction on physical meetings has a 3-month window and is reviewed monthly. The restriction 
on holding physical governance and technical meetings has just been extended to 30 September 
2021. Please note that even beyond 30 September 2021, the TMB is encouraging committees to 
continue planning only virtual meetings due to the remaining uncertainties around the COVID-19 
crisis. 
What this means for you: For up-to-date information on the physical meeting ban, the temporary 
measures available to committees to facilitate the technical work, and information and resources 
for working in a virtual environment, visit this ISO Connect page. For more specific questions 
please contact your committee’s ISO TPM. 
 

10. Resource library  
 

Background: ISO/CS is aware that it is not always easy to find a particular guidance document or 
brochure. In order to change this, the Technical Policy team created a Resource Library, useful to 
the ISO technical community, on ISO livelink where all the guidance documents, brochures, toolkits, 
etc., have been collected. The Library is organized by different subjects and updated regularly.  
What this means for you: Looking for a specific guidance document related to standards 
development and you’re not sure where to find it on iso.org? Have a look in the Resource Library 
where you will be able to quickly find the document. Do you have any suggestions or feedback on 
the Resource Library? Send an email to tmb@iso.org.  
 

NEW COMMITTEES 
 
Reminder: The NSBs proposing a new committee have the option to organize a web conference 

mailto:quick%20preview%C2%A0video
mailto:helpdesk@iso.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ikFDhQ0ga02IyXn7C2UTVD7k-h0qd-dPsaFiZYQob0xUOTNDTUlBT0ozTjhXU0xGMVc4QUJWVDJVQS4u
https://www.iso.org/oca-0A1B2C-2
mailto:majumdar@iso.org
mailto:ibido@iso.org
https://connect.iso.org/display/standards/COVID-19+-+Temporary+measures+for+committee+work
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15507012&objAction=browse&sort=name&viewType=1
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15507012&objAction=browse&sort=name&viewType=1
mailto:tmb@iso.org
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• Wordにあるすべての基本的な執筆機能 
• 同じ文書をリアルタイムで，あなたのWGと原案作成及び協働する 
• コンテキストヘルプ（組み込まれたISO/IEC専門業務用指針第2部，起草規則，ベストプラクテ

ィスなど） 
• 最初からIEC/ISO構造化執筆 
• 発行済規格への参照を検証する自動インライン参照 
• 文書内で数式を直接更新する 

詳細については，OSDプラットフォームのクイックプレビュービデオを視聴するか，helpdesk@iso.org
でサンドボックスへのアクセスを要請して下さい。 

これがあなたにとって何を意味するか：関心があれば，オンラインアンケートに記入して下さい。プロ

ジェクトチームから連絡があり，WGをオンボーディングするために知っておく必要のある詳細情報が

すべて提供されます。プロジェクトの構想及び実施ロードマップの詳細については，OSDウェブサイト

を参照して下さい。ご不明な点がございましたら，Deboleena Majumdar，majumdar@iso.org（変更管

理）又はMonica Ibido，ibido@iso.org（プロダクトオーナー）までお問い合わせ下さい。 

注意事項 

9. COVID-19中のISO専門業務の継続のためのリソース 
 
背景：3月にCOVID-19の世界的な影響が明らかになったため，ISO会長委員会は，COVID-19がリスク

をもたらす中で，すべての対面ISO会議を禁止することを決定しました。危機に対応して，TMBは，

ISO委員会が完全に仮想環境で専門業務を継続できるようにするための一時的措置をいくつか導入しま

した。TMBは，COVID-19が専門的業務に与える影響を注意深く監視し，それに応じて一時的措置を見

直し更新しています。 

対面会議の制限には3か月の期間幅があり毎月見直されます。対面によるガバナンス及び専門会議の開

催に関する制限は，2021年9月30日まで延長されました。2021年9月30日以降も，COVID-19危機に関

する不確実性が残っているため，TMBは委員会が仮想会議のみを計画し続けることを奨励しています。 

これがあなたにとって何を意味するか：対面会議の禁止に関する最新情報，専門業務を容易にするた

めに委員会が利用できる一時的措置，及び仮想環境で業務するための情報及びリソースについては，

このISO Connectページにアクセスして下さい。 

10. リソースライブラリ 
 
背景：ISO/CSは，特定のガイダンス文書又はブロシュアを見つけることが必ずしも容易ではないこと

を認識しています。これを変えるために，テクニカルポリシーチームは，すべてのガイダンス文書，

ブロシュア，ツールキットなどが収集されたISO専門コミュニティに役立つリソースライブラリをISO 
livelink 上に作成しました。ライブラリはさまざまな主題で構成されており，定期的に更新されていま

す。 

これがあなたにとって何を意味するか：規格開発に関連する具体的なガイダンス文書を探していて，

iso.org のどこにあるかわからない場合は，文書をすばやく見つけることができるリソースライブラリ

をご覧下さい。リソースライブラリに関する提案やフィードバックはありますか。メールを 
tmb@isp.org に送って下さい。 

新しい委員会 
 

注意事項：新しい委員会を提案しているNSBには，NP及びTS/Pを“宣伝する”ためのWeb会議セッション

を開催するという選択肢があります。 

mailto:quick%20preview.video
mailto:helpdesk@iso.org
mailto:helpdesk@iso.org
https://www.iso.org/oca-0A1B2C-2
https://www.iso.org/oca-0A1B2C-2
mailto:majumdar@iso.org
mailto:ibido@iso.org
https://connect.iso.org/display/standards/COVID-19+-+Temporary+measures+for+committee+work
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15507012&objAction=browse&sort=name&viewType=1
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15507012&objAction=browse&sort=name&viewType=1
mailto:tmb@isp.org
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session(s) to “promote” their NPs and TS/Ps. 
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 2021) are available on e-committees:  
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse  

 
i This definition is currently being used by the JSAG the context of its work to promote understanding and 
awareness of the importance of gender responsive standards.  
 

https://connect.iso.org/x/L4AhAQ
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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新しい提案とそれらの承認段階についての情報は，次のリンクをクリックして下さい。 
https://connect.iso.org/x/L4AhAQ  

 
TMB決議 

 
TMB決議（2021年を含む）は，e-committees にて入手できます。 
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse   

 

i この定義は，現在JSAGによって，ジェンダーの視点を取り入れた規格の重要性の理解と認識を促進するための業務

の中で使用されています。 

https://connect.iso.org/x/L4AhAQ
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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