
 

会議名 開催地 
開催期間 

派遣団体 派遣者名 参加 議事 

ISO／TC 267 WG2 

 

2014 年 9 月 11 日（木），

12 日(金)  
英国，ロンドン 

公益社団法人日本ファ

シリティマネジメント

協会 

小林寛（公益社団法人日本ファシリティ

マネジメント協会 事業部長） 
10 名（7 か国） 

 

ISO/CD18480-2（Facility Management — Part 2: Guidance on the sourcing 
process and development of agreements）審議 

 

ISO/TC142(一般換気用および産業

用ガス清浄化装置)/WG3(一般換気

用フィルタ) 
ISO/TC142(一般換気用および産業

用ガス清浄化装置)/WG1（用語） 
ISO/TC142(一般換気用および産業

用ガス清浄化装置)/WG2（UV-C技

術） 
及び 
ISO/TC142(一般換気用および産業

用ガス清浄化装置)/全体会議 

2014 年 9 月 22 日～25 日 
イギリス国 ロンドン市 

公益社団法人 日本空

気清浄協会 
林 敏昭（東洋紡株式会社 機能材開発

研究所AC開発グループ部長） 
奥山 一博（進和テック株式会社 営業

本部技術グループ 課長） 

 
           
           

14 か国 WG4： 
ISO29463-1（High-efficiency filters and filter media for removing particles 
in air -- Part 1: Classification, performance testing and marking）改正審議 
ISO29463-5（High-efficiency filters and filter media for removing particles 
in air -- Part 5: Test method for filter elements）改正審議 

WG3： 
ISO/CD16890-3（Air filters for general ventilation -- Part 3: Determination 

of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of 
test dust captured）審議 
ISO/CD16890-4（Air filters for general ventilation -- Part 4: Conditioning 
method to determine the minimum fractional test efficiency）審議 

WG2： 
PWI15714 審議 
PWI15717 審議 

WG8： 
PWI10121-3（デバイスのクラスタ分類）審議 
PWI10121-4（フィールド試験方法）審議 

そのほか： 
新規案件（原子力用 HEPA の仕様）審議 
DIS16170（In situ test methods for very high efficiency filter systems in 
industrial facilities） 

CEN/TC138(非破壊試験) 2014 年 9 月 19 日 
フランス国、パリ 

一社）日本非破壊検査協

会 
荻野裕治（ISO/TC 135 国際幹事、（一

社）日本非破壊検査協会） 
8 か国、16 名 CEN で検討されている規格等に対する ISO/TC135（非破壊検査）の対応のため

の調整。 
NDT 技術者の資格認証規格関連（prCEN/TR 16332 ”NDT- Interpretation of 
EN ISO 17024 for NDT personnel certification application）の調査 
prEN ISO/TR 25107 “Guidelines for NDT training syllabuses”and prCEN 
ISO/TR 25108 “Guidelines for NDT personnel training organization” の調

査 
RT (放射線透過試験)、UT (超音波探傷試験) 、ECT (渦電流探傷試験)等
に関する CEN の活動調査 

ISO/TC172（光学及びフォトニクス） 2014 年 9 月 22 日～25 日 日本医用光学機器工業 岡田 祥宏（オリンパス株式会社 薬事法 3 か国、12 名 ISO/DIS 8600-2“Particular requirements for rigid bronchoscopes”審議 



/SC5（顕微鏡及び内視鏡） 
及び 

ISO/TC172/SC5/WG6 
 

ドイツ国、ベルリン 会 務本部 薬事法務部 薬事法務 G グル

ープリーダー） 
遠藤 晴明（オリンパスメディカルシス

テムズ株式会社 品質・環境本部 品

質保証部 医療法務 G 主任） 
中村 俊（ISO/TC172/SC5/WG 6 コンビ

ーナ、オリンパスメディカルシステムズ株

式会社 第 1 開発本部 内視鏡開発 2 部 

スコープ１G グループリーダー） 

 

ドイツ TS 案 DTS18339「アイピースキャップとライトガイドコネクター」審議 
ドイツ TS 案 DTS18340「ﾄﾛｶｰﾙﾋﾟﾝ、ﾄﾛｶｰﾙｽﾘｰﾌﾞ、及びﾄﾛｶｰﾙｽﾘｰﾌﾞと併用する内

視鏡用処置具」審議 
ISO/PWI 8600-3 測定方法審議 
ISO/PWI 8600-5 測定方法審議 
ISO8600-6 改正案の審議（日本提案） 
中国提案 3 件（演色性、光伝達効率、配光特性）審議 

PWI 19644 “Determination of the color difference distinction ability and 
the color reducing properties” 
PWI196465 “Determination of the Luminous Energy Transfer Efficiency”
（光伝達効率） 

 PWI 19646 “Determination of the relative effect of edge photometry”（配光

特性） 
カプセル内視鏡規格案（日本提案）審議 

 

ISO/TC190（地盤環境）/SC3（化学

的方法及び土壌特性）、 
SC3/ WG4（シアン化合物）、

SC3/WG10（予備試験法）及び

SC3/WG11（爆薬） 

 

2014 年 10 月 20 日~24 日 
ドイツ国、ベルリン 

公益社団法人地盤工学

会 
坂井 宏之（公益財団法人鉄道総合技術研

究所 情報管理部、主査） 
野上 太郎（株式会社リガク 携帯分析器

事業部 グループマネージャー） 
浅田 素之（清水建設株式会社 技術研究

所企画部 グループ長） 
藤原 靖（大成建設株式会社 技術センタ

ー土木研究所 部長（研究担当）） 

 

 ISO/CD17183（油分向け比濁法）審議 
ISO/NP20244（水分向けショ糖溶液抽出／屈折率・凍土試験方法）審議 
有機炭素向け燃焼式赤外検出法の審議 
クロム（Ⅵ）向けスクリーニング／地盤修復法審議 
以上日本提案 
重金属向け磁気検出法審議 
陰イオン向けテストキッツ検出法審議 

ISO/TC 127（土木機械）/SC 2（安全

性・人間工学・通則）/WG 25（危険

検知装置及び視覚補助 ISO 16001 改

正） 

2014 年 10 月 13 日、14 日 
フランス国、パリ 

一般社団法人日本建設

機械施工協会 
西脇 徹郎（ISOI/TC127/SC2 幹事、一

般社団法人日本建設機械施工協会 技術

部長） 

5 か国 
16 名 

ISO/CD16001（Earth-moving machinery -- Hazard detection systems and 
visual aids -- Performance requirements and tests）審議 

ISO/TC167（鋼構造及びアルミニウ

ム構造）/WG3（ISO10721-2 改正） 

 

2014 年 11 月 6 日、7 日 
アメリカ国、マイアミ 

一般社団法人日本鋼構

造協会 
佐々木栄一（東京工業大学大学院 准教

授） 
野上邦栄（首都大学東京 教授） 
岩城 英夫（鹿島建設株式会社 建築管

理本部建築技術部技術コンサル Gr. 次
長） 

6 か国 
13 名 

ISO10721-2 （Steel structures -- Part 2: Fabrication and erection）改正審議 

ISO/TC127（土木機械）/SC2（安全

性・人間工学・通則）/WG9（ISO20474 
土木機械－安全）及び

2014 年 11 月 10 日、11 日 
ドイツ国、フランクフルト

市 

一般社団法人日本建設

機械施工協会 
西脇 徹郎（ISOI/TC127/SC2 幹事、一

般社団法人日本建設機械施工協会 技術

部長） 

7 か国 
17 名 

ISO20474（土木機械－安全）の改正審議 
ISO 19014（機械制御系の機能安全）の改正審議 



TC127/SC2/WG24（ISO 19014 機械

制御系の機能安全） 

ISO/TC38/SC2/WG1 2015 年 1 月 19 日～20 日 
フランス国、クリシー市 

一般社団法人繊維評価

技術協議会 
今井秀司（一般社団法人繊維評価技術協

議会） 
6 か国 
15 名 

商業クリーニング WD3175-1~4 （Textiles -- Professional care, drycleaning 
and wetcleaning of fabrics and garments）の審議 

ISO/TC38/WG22 2015 年 2 月 9 日、1 日 
フランス国、トゥルアコン

市 

一般社団法人繊維評価

技術協議会 
田坂俊樹（一般財団法人日本繊維製品品

質技術センター） 
12 か国 
23 名 

ISO1833(混用率試験方法)Part20,27 のコメント検討 
ISO1933 Part 1-3, 5,7,8,10-21 のシステムレビュー 
ISO17751 Part1(光学顕微鏡による獣毛識別及び混用率),Part 2（走査型電子顕

微鏡による獣毛識別及び混用率）の審議 
ISO/DIS17881 Part 1（臭素系難燃剤の分析方法）、Part 2(特定芳香族アミンの

分析方法)の審議 等 

ISO/TC22(自動車)/SC3(電子・電装部

品)/WG16（機能安全） 
2015 年 1 月 29 日、30 日 
ドイツ国、ベルリン 

公益財団法人自動車技

術会 
安増貴志（ルネサスエレクトロニクス株

式会社） 
11 か国 
70 名 

自動車の機能安全規格である ISO26262 シリーズ（Road vehicles -- Functional 
safety）の審議 

ISO/TC22(自動車)/SC3(電子・電装部

品)/WG16（機能安全）/SWG（Trucks 
&  Buses） 

2015 年 1 月 27 日、28 日 
ドイツ国、ベルリン 

公益財団法人自動車技

術会 
宮崎 和彦（日野自動車株式会社） 8 か国 

18 名 
ISO/PAS19451（Application of ISO 26262:2011-2012 to Semiconductors -- 
Part 1: Application of concepts）の審議 

ISO/TC171 AIIM カンファレンス 2015 年 3 月 18 日~20 日 
米国、サンディエゴ 

公益社団法人日本文書

情報マネジメント協会 
石井 昭紀（株式会社イージフ）  日本が ISO/TC171 に提案している統合文書管理に関するアメリカ及び関係国と

の審議 

IEC/TC109(低圧系統内機器の絶縁

協調)/MT1(基本要求事項、空間・沿

面距離及び個体絶縁の試験)、MT2
（汚染度に対するコーティング、ポ

ッティング及びモールディング） 

2015 年 3 月 31 日~4 月 2 日 
フランス国、パリ 

一般社団法人電気学会 塚越宏之（株式会社 ULJapan） 
成田和人（一般財団法人電気安全環境研

究所） 

7 か国 
14 名 

IEC60664-1（Insulation coordination for equipment within low-voltage 
systems - Part 1: Principles, requirements and tests）の審議 
IEC60664-3（Insulation coordination for equipment within low-voltage 

systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against 
pollution）の審議 

ISO/TC127/SC3/WG5（ISO15143） 2015 年 2 月 23 日、24 日 
米国、ドラル市 

一般社団法人日本建設

機械施工協会 
西脇 徹郎（ISOI/TC127/SC2 幹事、一

般社団法人日本建設機械施工協会 技術

部長） 

4 か国 
15 名 

施工現場の情報交換の機会管理データを扱う ISO15143-3（Earth-moving 

machinery and mobile road construction machinery -- Worksite data 
exchange -- Part 3: Machine data）の審議 

      

      

      

      

 
 
   


