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HIGHLIGHTS FROM THE JUNE 2022 TMB MEETING
1. JSAG on gender responsive standards
Background: In response to the ISO Council’s Gender Action Plan, and as part of ISO’s commitment
as a signatory to the UNECE Declaration on Gender Responsive Standards (GRS)
and Standards Development, the TMB reviewed the report of the Joint Strategic Advisory Group
(JSAG) on gender responsive standards in March 2022 and approved an extension of the JSAG’s
mandate to the end of 2023. During the extended mandate, the JSAG will be formulating more
specific guidance for product, service, and process standards, including specific case studies, and
will be integrating GRS perspectives into existing ISO and IEC training programmes. The JSAG’s
work will be delivered within the framework of the 2022-25 ISO Gender Action Plan and the emergent
IEC diversity strategy.
What this means for you: ISO and IEC will be releasing a new guidance brochure and
assessment form on gender responsive standards in July 2022. While the use of the guidance
and form is optional, Committees are strongly encouraged to review the guidance and use the
form for any NPs where the envisioned deliverable will be used by humans, even if the
assessment result is “gender neutral”. The more the guidance and form are used, the better
positioned the JSAG will be to refine the guidance and develop a broader toolkit to support
Committees in drafting gender-responsive standards. The JSAG will be seeking feedback from
the technical community on the utility of the guidance and the form in 2023.

ISO/IEC DIRECTIVES, PART 1
2. ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement: Clause
2.1.6.1 on 6-month cancellation buffer in May 2023 edition
Background: TMB met in May 2020 to discuss the challenges that committees would face due to
the COVID-19 pandemic and agreed to put in place exceptional measures to facilitate the
continuation of technical work. One of these measures was to put “on hold” the decision to
implement the changes to clause 2.1.6.2 related to the 6-month cancellation buffer (TMB Resolution
30/2020).
Considering the evolution of the pandemic and the dismissal of other TMB exceptional measures,
TMB has decided to remove the “on-hold” status on the decision to remove the 6-month cancellation
buffer, see TMB Resolution 57/2022.
What this means for you: As committee managers, convenors and project leaders, get ready for
the change to be implemented in the 2023 edition of the ISO Supplement. As this decision was
taken at the TMB June 2022 which was held after the latest edition of the ISO Supplement was
published in May 2022, it will be added in the next edition of the ISO Supplement, which will be
published in May 2023. In May 2023, each project that is exceeding its limit date (DIS or Publication)
will be cancelled after a last warning sent after the limit date and, if no reaction within 2 weeks after
this warning.

3. Inclusive terminology
Background: The new subclause 8.6 of the ISO/IEC Directives, Part 2, 2021, requires the use of
inclusive terminology in ISO and IEC documents wherever possible. This clause states that
“Whenever possible, inclusive terminology shall be used to describe technical capabilities and
2
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2022年6月のTMB会議のハイライト
1. ジェンダー対応規格に関するJSAG
背景：ISO理事会のジェンダー行動計画に応えて，またジェンダー対応規格（GRS）及び規格開発に関す
るUNECE宣言への署名者としてのISOのコミットメントの一環として，TMBは合同戦略諮問グループ
（JSAG）の報告書をレビューしました。 JSAGは，2022年3月にジェンダー対応規格について，2023年末ま
でのJSAGの任務の延長を承認しました。任務が延長された期間に，JSAGは，特定の事例研究を含む，
製品，サービス，及びプロセスの規格に関するより具体的なガイダンスを策定し，GRSの視点を既存の
ISO及びIECトレーニングプログラムに統合します。 JSAGの業務は，2022-25年ISOジェンダー行動計画と
新たなIEC多様性戦略の枠組みの中で提供されます。
これがあなたにとって何を意味するか：ISOとIECは，2022年7月に，ジェンダー対応規格に関する新しいガ
イダンス小冊子と評価フォームをリリースします。ガイダンスとフォームの使用は任意ですが，評価結果が
「性的中立」であっても，想定される規格類が人間によって使用されるNPの場合，委員会はガイダンスを確
認してフォームを使用することを強く推奨します。ガイダンスとフォームが使用されるほど，JSAGはガイダン
スを改良し，委員会がジェンダー対応規格を開発するのをサポートするためのより広範なツールキットを開
発するのに適した位置づけになります。 JSAGは，2023年のガイダンスとフォームの有用性について，専
門コミュニティからのフィードバックを求めています。

ISO/IEC専門業務用指針第1部
2.

ISO/IEC専門業務用指針第1部，統合版ISO補足指針：
2023年5月版での6か月の取消し猶予に関する箇条2.1.6.1

背景：TMBは2020年5月に会議を行い，COVID-19の世界的流行により委員会が直面すると思われる課
題について話し合い，専門的業務の継続を促進するための例外的措置を講ずることに合意しました。これ
らの措置の1つは，6か月の取消し猶予に関連する箇条2.1.6.2への変更を実施する決定を「休止」にするこ
とでした（TMB決議 30/2020）。
世界的流行の推移と他のTMBの例外的措置の解除を考慮して，TMBは，6か月の取消し猶予を削除する
決定で，「休止」ステータスを解除することを決定しました。TMB決議 57/2022を参照してください。
これがあなたにとって何を意味するか：委員会マネジャー，コンビーナ，プロジェクトリーダーとして，ISO補
足指針2023年版で実装される変更の準備をしてください。この決定は，2022年5月にISO補足指針の最
新版が発行された後に開催された2022年6月のTMBで成されたため，2023年5月発行予定のISO補足
指針の次の版に追加されます。 2023年，（DIS又は発行の）期限を超えている各プロジェクトは，期限後
に送信される最後の警告の後，及びこの警告から2週間以内に応答がない場合に取消されます。

3. 包括的用語
背景：ISO/IEC専門業務用指針第2部 2021年版 の箇条8.6は，ISO及びIEC文書では可能な限り，包括
的用語を使用することを求めています。この箇条は，次のように述べています：「可能な限り，技術的な能
力及び関係を表現するために包括的な用語を使用しなければならならない。無神経で古めかしく非包括
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relationships. Insensitive, archaic and non-inclusive terms shall be avoided. For the purposes of
this principle, “inclusive terminology” means terminology perceived or likely to be perceived as
welcoming by everyone, regardless of their sex, gender, race, colour, religion, etc.”
At the TMB June 2022 meeting, the TMB approved the establishment of a JWG with the IEC to
develop guidance on inclusive terminology with the objective to ensure a coordinated, holistic
approach on inclusive terminology. The JWG has the following expected outputs:
•
•

Guidance documentation on inclusive terminology.
Terminology: A curated list of deprecated terms and appropriate replacement terms,
validated by P-members of the committees of the joint working group (JWG).

What this means for you: If you want to learn more about how to use inclusive terminology, be
sure to check out the TMB Communiqué 2023 edition as this is when the JWG will deliver its final
report and recommendations. In the meantime, our ISO Editorial Policy Managers will be happy to
assist you.

NEWS

4. Meeting Organization - No approval required
Background: The ISO Secretary-General informed via a circular letter on 10 June 2022 that
decision-making around the modalities for governance and technical meetings be returned to the
relevant group and committee leaders, with immediate effect. The President’s Committee will
continue to meet regularly to monitor the situation. Any modification to these measures will be
communicated to members in due course.
What this means for you: This means that group and committee leaders will have the authority to
decide whether a meeting should take place in virtual, hybrid or face-to-face format - without further
approval required. To make such decisions, the committee leaders should continue to follow the
ISO/IEC Meeting Guidance to ensure a productive and fair experience for all participants.

5. London Declaration Plan
Background: ISO’s Climate Commitment, the London Declaration was approved by the ISO
member bodies in September 2021 (General Assembly Resolution 10/2021). The London
Declaration sets out two objectives:
1. Active consideration of climate science and associated transitions in the development of all
new and revised International Standards and publications.
2. Facilitation of the involvement of civil society and those most vulnerable to climate change in
the development of International Standards and publications.
The Secretary-General has developed an Action Plan to realize the objectives of the London
Declaration, which provides an operational framework to deepen the understanding of which ISO
standards have the greatest potential to support climate action; assess the gaps in market needs
of International Standards related to climate action; and determine how standards development
processes can be improved in order to systematically consider climate impacts and respond to
market needs in a timely manner.
What this means for you: The TMB has recently organized two workshops and a third one is
planned for July to develop a TMB Action Plan on the London Declaration. If you are interested in
3
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的な用語は避けなければならない。この原則において，“包括的な用語”は，性別，人種，肌の色，宗教な
どに関係なく，すべての人々が歓迎すると考えられる又はその可能性がある用語を意味する。」
TMBは2022年6月の会議で，包括的用語に関する調整された全体論的アプローチを確実にすることを
目的として，包括的用語に関するガイダンスを作成するためにIECとのJWGの設置を承認しました。
JWGには，以下のアウトプットが期待されています：
•
•

包括的な用語に関するガイダンス文書。
用語：合同作業部会（JWG）の委員会のPメンバーによって検証される，非推奨の用語と適切な代
替用語の精選されたリスト。

これがあなたにとって何を意味するか：包括的用語の使用方法について詳しく知りたい場合は，JWGが
最終報告と推奨事項を提供するときの2023年版のTMBコミュニケを確認してください。それまでの間は，
ISO編集政策マネジャーが喜んでお手伝いいたします。

ニュース
4. 会議の開催 – 承認は不必要
背景：ISO事務総長は，2022年6月10日に回付レターにて，ガバナンス及び専門会議のモダリティに関す
る意思決定権が，関連するグループ及び委員会のリーダーに戻され，直ちに効力を有することを通知しま
した。会長委員会は，状況を監視するために定期的に会合を続けます。これらの措置への変更は，時が
来れば会員に通知されます。
これがあなたにとって何を意味するか：これは，グループ及び委員会のリーダーが，会議を仮想形式，ハ
イブリッド形式，又は対面形式のいずれで行うかどうかをさらなる承認を要せずに，決定する権限を持つこ
とを意味します。そのような決定を下すために，委員会のリーダーは，すべての参加者に生産的で公正な
経験を確実にするために，ISO/IEC会議ガイダンスに引き続き従うのが望ましいです。

5. ロンドン宣言計画
背景：ISOの気候変動への取り組み，ロンドン宣言，は2021年9月にISO会員団体によって承認されました
（総会決議 10/2021）。ロンドン宣言は2つの目的を定めています：
1. すべての新規及び改訂版の国際規格及び発行物の開発における気候科学及び関連する移行の積
極的な検討。
2. 市民社会及び気候変動に対して最も脆弱な人々の，国際規格及び発行物の開発への関与の促進。
事務総長は，ロンドン宣言の目的を実現するための行動計画を策定しました。これは，どのISO規格が気
候変動対策をサポートする最大の可能性を持っているかについての理解を深めるための運用フレームワ
ークを提供し；気候変動対策に関連する国際規格の市場ニーズのギャップを評価し；気候への影響を体
系的に検討し市場のニーズにタイムリーに対応するために規格開発プロセスをどのように改善できるかを
判断します。
これがあなたにとって何を意味するか：TMBは最近2回のワークショップを開催し，3回目のワークショップ
はロンドン宣言に関するTMB行動計画を策定するために7月に計画されています。詳細について興味の
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learning more, keep an eye on the coming TMB Communiqués where we will provide more
information on this important ongoing work.

6. TMB/SMB Joint Task Force on Strategic Partnership
Background: The ISO/IEC Joint task force on Strategic Partnership was set up by both
management boards in August 2021 with a mandate to produce recommendations on setting
principles for SMB and TMB collaboration, identifying areas for collaboration, and improving
communication and procedures.
In summary, the recommendations approved via TMB Resolution 49/2022 are:
•

•

•

•

SMB/TMB Collaboration principles: Strive to actively collaborate where there is an
opportunity for synergy and avoid divergence that may negatively impact the technical
community and national bodies; and the boards maintain effective and open communication
for information exchange.
SMB/TMB decision-making process and operational procedures for joint meetings:
Joint SMB/TMB coordination meetings are now planned and will be activated as needed to
optimize collaboration. Decision ballots will by sychronized in the future in each organisation
as both boards decide on common issues.
Operational procedures for joint SMB/TMB groups: If there is consensus among SMB
and TMB members that the subject should be addressed in a joint activity, ISO/CS and
IEC/Sec staff, working with the SMB and TMB Chairs, will develop a specific recommendation
for a joint group following operational procedures which will be circulated to the SMB and
TMB for approval.
A SMB/TMB Joint repository of projects to be maintained and continuously updated
by the Secretariats.

The Secretariats will ensure the implementation and maintenance of these items which will be
regularly reviewed by SMB and TMB in their yearly June face-to-face meetings with the first review
in June 2023.

7. Joint Task Force on the Concept of Risk and Associated Terms – Update
Background: At its September 2021 meeting, the TMB approved the creation of a joint task force
with the IEC via TMB Resolution 83/2021. The suggestion to create a joint task force originated since
in the standardization community, there is a considerable variation in the definition, use and
interpretations of risk and associated concepts. The purpose of the JTF is to examine how the
concept of risk and associated terms can evolve to meet the needs of standards users.
Interest in this JTF is very high and the JTF has representatives from over a hundred ISO and IEC
committees. The convenorship of the JTF is shared by GOST R (TMB) and NEC (SMB). The work
was put on hold in March 2022 following the letter from the ISO Secretary General informing that all
technical meetings under the leadership of GOST R had been put on hold until further notice. A
temporary Co-Convenor from the TMB was approved in May 2022 and the JTF is planning to resume
its work in the coming months. An extension request to extend the mandate beyond the original
September 2022 is expected.
What this means for you: If you have any questions or information on risk-related work you
would like to share, please contact the Secretary of the JTF, Mikaela Sampson on
sampson@iso.org.

4
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ある方は，今後のTMBコミュニケに注目してください。そこでは，この重要な進行中の業務に関する詳細
情報を提供します。

6. 戦略的パートナーシップに関するTMB/SMB合同タスクフォース
背景：戦略的パートナーシップに関するISO/IEC共同タスクフォースは，2021年8月に両方の管理委員会
によって設立され，SMBとTMBのコラボレーション原則の設定，コラボレーション領域の特定，コミュニケ
ーションと手順の改善に関する推奨事項を作成することを任務としています。
要約すると，TMB決議 49/2022にて承認された推奨事項は以下のとおりです：
•

•

•

•

SMB/TMBのコラボレーション原則： 相乗効果の機会がある場合は積極的にコラボレーションをし
て，専門コミュニティや国家機関に悪影響を与える可能性のある相違を回避するよう努めます。ま
た，両評議会は，情報交換のための効果的で開放的なコミュニケーションを維持します。
SMB/TMBの意思決定プロセスと合同会議の運用手順：合同SMB/TMB調整会議が現在計画され
ており，コラボレーションを最適化するために必要に応じて活性化されます。決定投票は将来的に
は，両方の評議会が共通の問題を決定するときに，各機構で同期して行われます
合同SMB/TMBグループの運用手順：SMBとTMBのメンバー間で，ある主題に合同活動で取り組
むべきだというコンセンサスがある場合，ISO/CSとIEC/Secのスタッフは，SMBとTMBの議長と協
力して，運用手順に従って共同グループの具体的な推奨事項を作成します。それは，承認のため
にSMBとTMBに回付されます。
事務局によって維持及び継続的に更新されるプロジェクトのSMB/TMB合同リポジトリ。

事務局は，これらの事項の実施と保守を確実にします。これらの事項は，毎年6月の対面会議でSMBと
TMBによって定期的にレビューされ，2023年6月に最初のレビューが行われます。

7. リスク及び関連用語の概念に関する合同タスクフォース – 更新
背景：2021年9月の会議で，TMBは，TMB決議 83/2021にて，IECとの合同タスクフォースの設立を承認し
ました。共同タスクフォースを設立するという提案は，標準化コミュニティでは，リスクと関連する概念の定
義，使用，解釈にかなりのばらつきがあるために始まりました。 JTFの目的は，リスクの概念及び関連する
用語が標準ユーザーのニーズを満たすためにどのように進展できるかを調べることです。
このJTFへの関心は非常に高く，JTFには100を超えるISO委員会及びIEC委員会からの代表者がいます。
JTFのコンビナーシップは，GOST R（TMB）とNEC（SMB）によって共有されます。業務は，GOST Rのリ
ーダーシップの下でのすべての専門会議が追って通知があるまで休止とすることを通知したISO事務総
長からのレターに従って，2022年3月に休止されました。TMBからの臨時の共同コンビーナが2022年5月
に承認され，JTFは今後数か月以内に業務を再開することを計画しています。元の2022年9月を超えて任
務を延ばす延長要請が予想されます。
これがあなたにとって何を意味するか：共有したいリスク関連の業務について質問や情報がある場合は，
JTFの事務局長であるMikaela Sampson（sampson@iso.org）に連絡してください。
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8. ISO SMART – Update
Background: Use cases were invited from a subset of ISO committees identified in the SAG MRS
report (TMB Resolution 11/2020) in February 2022, with 16 submissions being received as of June
2022. TMB expresses its appreciation to the chairs, convenors, and experts from across the technical
community for their contributions and insightful ideas and potential pilots of SMART standards.
Since March 2022, the ISO SMART use cases group has been fully integrated with IEC, with the
Joint Use Cases Group (JUCG) now assuming responsibility for the collection, analysis, and
assessment of use cases from both ISO and IEC communities.
In parallel, the Joint Business Model Group (JBMG) is assessing different commercial scenarios
through which use cases will be reviewed from a commercial and legal perspective, which the ISO
Technical Solutions group is facilitating the development of a common terminology for SMART,
sharing ISO member best practices and assessing different information models for machinereadable standards.
What this means for you: The process of collecting, analyzing, and assessing use cases for
machine-readable standards will continue throughout 2022. The ISO-IEC SMART programme is
looking to collect the widest range of perspectives from across technical sectors, geographies,
and stakeholder groups. Technical committees are welcome to consider submitting use cases
throughout 2022 and are invited to review the invitation on ISO Connect that was issued to the SAG
MRS-identified Committees in February 2022 and discuss potential submissions with your TPM or
the Project Manager for the JUCG, Nathan Taylor on taylor@iso.org.
As well, a call for a simpler “user stories” will be issued in July 2022, focusing on end users identified
and convened by ISO members. User stories are designed to discover the way end users use
standards and other information (specifications, legislation etc.) they need in their work processes,
what challenges they face and how they attempt to solve them. This gives a way for the Programme
to better to understand how standards need to change to meet user needs at a macro level.

9. Strategic Advisory Group – Critical minerals – Final report
Background: The SAG Critical minerals was established at the March 2021 TMB meeting by TMB
Resolution 26/2021. The mandate of the group was to analyze the existing and potential ISO
standardization work on critical minerals, and make recommendations to the TMB regarding a
structure to further develop standards relevant to the sector, including required coordination and
priorities.
The SAG has completed its mandate and has submitted its final report and recommendations to the
TMB at the TMB June 2022 meeting. The SAG recommendations included an extension of its
mandate to further provide strategic advice related to the coordination and consolidation of the
current critical minerals work, to investigate the market need for standards on sustainability issues
related to critical minerals, and to develop a general guidance for critical mineral supply chain
participants. The TMB accepted the report of the SAG, see the full extended mandate of the SAG in
TMB Resolution 50/2022. The membership of the SAG remains unchanged.
What this means for you: If you are interested in the work of the SAG on Critical Minerals,
you can find the final report and recommendations submitted in June 2022 here. A second
report will be submitted in June 2023 and will also be made public.

10. L.D. Eicher Award 2022 Nominations
Background: The Lawrence D. Eicher (LDE) Award was created to recognize the excellent
performance of an ISO committee. It provides an opportunity for the winning committee to
5
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8. ISO SMART – 更新
背景：ユースケースは，2022年2月のSAG MRS報告（TMB決議 11/2020）で特定されたISO委員会のグ
ループから招待され，2022年6月の時点で16件の提出がありました。TMBは議長，コンビーナ，及び
SMART規格の貢献と洞察に満ちたアイデア及び潜在的なパイロットのための専門コミュニティ全体から
のエキスパートに感謝を表明しました。 2022年3月以降，ISO SMARTユースケースグループはIECと完
全に統合され，合同ユースケースグループ（JUCG）が，ISOコミュニティとIECコミュニティの両方からのユ
ースケースの収集，分析，及び評価を担当するようになりました。
並行して，合同ビジネスモデルグループ（JBMG）は，さまざまな商業シナリオを評価していて，それを通じて，
商業的及び法的な観点からユースケースをレビューします。ISOテクニカルソリューショングループは，
SMARTの共通用語の開発を促進し，ISO会員のベストプラクティスを共有し，machine-readable規格のさ
まざまな情報モデルを評価しています。
これがあなたにとって何を意味するか：machine-readable規格のユースケースを収集，分析，及び評価
するプロセスは，2022年まで継続されます。ISO-IEC SMARTプログラムは，専門セクター，地域，及び利
害関係者グループ全体から幅広い視点を収集することを目指しています。専門委員会は，2022年を通し
てユースケースの提出を検討することを歓迎し，2022年2月にSAG MRSで特定された委員会に発行され
たISO Connectの招待状を確認し，TPM又はJUCGのプロジェクトマネジャーであるNathan Taylor
（taylor@iso.org）と提出の可能性について話し合うことができます。
また，2022年7月には，ISO会員によって特定され，招集されたエンドユーザーに焦点を当てた，よりシン
プルな「ユーザーストーリー」の募集が行われます。ユーザーストーリーは，エンドユーザーが業務プロセ
スで必要な規格やその他の情報（仕様，法律など）をどのように使用するか，どのような課題に直面し，ど
のように解決しようとするかを発見するように設計されています。これにより，プログラムは，マクロレベル
でユーザーのニーズを満たすために規格をどのように変更する必要があるかをよりよく理解することがで
きます。

9. 戦略諮問グループ – 重要鉱物 – 最終報告
背景：SAG重要鉱物は，2021年3月のTMB会議でTMB決議 26/2021によって設置されました。このグル
ープの任務は，重要鉱物に関する既存及び潜在的なISO標準化業務を分析し，必要な調整や優先順位を
含めて，そのセクターに関連する規格をさらに開発するための構造に関してTMBに推奨することでした。
SAGはその任務を完了し，2022年6月のTMB会議で最終報告と推奨事項をTMBに提出しました。SAGの
推奨事項には，現在の重要鉱物の業務の調整と統合に関連する戦略的アドバイスをさらに提供し，重要鉱
物に関連する持続可能性問題に関する規格への市場ニーズを調査し，重要鉱物のサプライチェーンへの
参加者向けの一般的なガイダンスを作成するという任務の延長が含まれていました。TMBはSAGの報告
を受け入れました。TMB決議 50/2022のSAGの完全な拡張された任務を参照してください。 SAGの構成
員に変更はありません。
これがあなたにとって何を意味するか：重要鉱物に関するSAGの業務に関心がある場合は，2022年6月
に提出された最終報告書と推奨事項をここで見つけることができます。 2回目の報告書は2023年6月に提
出され公開される予定です。

10. 2022年L. D. アイカー賞候補
背景：ローレンスD.アイカー（LDE）賞は，ISO委員会の優れた業績を称えるために創設されました。受賞委
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demonstrate their achievements and raise awareness of their work, both inside and outside ISO.
The 2022 winner will be selected by the TMB in June 2022 and will be announced in September
2022 at the GA in Abu Dhabi. The nominees for the 2022 award are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TC 2 Fasteners
TC 38 Textiles
TC 39/SC 4 Woodworking machines
TC 46/SC 11 Archives/records management
TC 127 Earth-moving machinery
TC 147 Water quality
TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction
TC 173 Assistive products
TC 193/SC 3 Upstream area
TC 261 Additive manufacturing
TC 283 Occupational health and safety management
TC 309 (TBC) Governance of organizations
TC 314 Ageing societies

What this means for you: Are you interested in learning who the winner is for 2022? 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 2023 or contact tmb@iso.org for further information.

REMINDERS
11. ISO/IEC Directives, Part 1 and Consolidated ISO Supplement
Reminder: A new edition (18th) of the ISO/IEC Directives, Part 1 and Consolidated ISO Supplement
(13th edition) was published in May 2022. For an easy overview of the changes, please see the
Power Point presentation here of the main changes and the track changes version here.

NEW COMMITTEES
Reminder: The NSBs proposing a new committee have the option to organize a web conference
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 2022) are available on e-committees:
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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員会は，ISOの内外で，自分たちの成果を示し，自分たちの業務に対する認知を高める機会が与えられま
す。2022年の受賞委員会は2022年6月にTMBによって選出され，2022年9月にアブダビでの総会で発表
されます。 2022年の受賞候補は以下のとおりです：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TC 2 締結用部品
TC 38 繊維
TC 39/SC 4 木工機械
TC 46/SC 11 アーカイブス／記録管理
TC 127 土工機械
TC 147 水質
TC 159/SC 4 人間とシステムのインタラクション
TC 173 福祉製品
TC 193/SC 3 上流エリア
TC 261 付加製造
TC 283 労働安全衛生マネジメント
TC 309（確認中） 組織のガバナンス
TC 314 高齢社会

これがあなたにとって何を意味するか：2022年受賞者が誰になるかに関心がありますか。そうなら，TMB
コミュニケ9月版を必ずお読みください。あなたの委員会がL.D.アイカー賞の次の受賞者になる可能性が
あ る と お 思 い な ら ， 2023 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 にお問い合わせください。

注意事項
11. ISO/IEC専門業務用指針第1部及び統合版ISO補足指針
注意事項：ISO/IEC専門業務用指針第1部の新版（第18版）及び統合版ISO補足指針（第13版）が2022年
5月に発行されました。変更の概要については，主な変更点のパワーポイントのプレゼンテーションはここ
を参照してください。また，変更履歴付きの版はここを参照してください。

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とTS/Pを“宣伝する”ためのWeb会議セッションを開
催するオプションがあります。新しい提案とそれらの承認段階の情報については，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（2022年を含む）は，e-committeesで入手できます：
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=15768654&objAction=browse
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