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1. 概要
1.1. ISOlutions とは
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 国家、または国際レベルの標準化活動をサポートするITツール
 ISOより各国の標準化機関向けに提供されているサービス
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1. 概要
1.2. 委員会サイクルと ISOlutions との関係
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 ISOlutionsにおける規格開発の委員会サイクル

• 赤字で記載されたフローにおいてISOlutionsが活用可能



1. 概要
1.3. ISOlutions における主な機能
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 主な機能及び機能の名称

ISOlutions の主な機能 ISOlutions の機能名称

委員会、委員会事務局、委員（委員長）、関係者の登録及び役割
の紐付け、審議団体の登録、他

Global Directory（GD）
（JSA側で管理）

委員会文書の情報共有、関係者間における各種連絡事項の共有 ①
National Documents

電子上での意見収集
（委員会の日程調整、コメント収集、審議決定 等）

②
National Ballots

規格開発のための進捗管理 ③
National Projects



1. 概要
1.4. ISOlutions における各種情報管理
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 Global Directory（GD）への登録

• 個人情報の登録・変更・削除

• 委員会の登録・変更・削除
• 個人情報の役割の紐付け
（委員長、委員、委員会事務局、委員会事務局補助、オブザーバ）

• 国内団体の登録・変更・削除
• 個人情報の紐付け



1. 概要
1.5. 委員会サイクルと ISOlutions との関係
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 ISOlutions における規格開発の委員会サイクル

議決

事前調整

委員会開催

意見調整

★：①議事録等UPロード、②議決メール
〇：①資料閲覧

★：①文書UPロード、②日程調整メール
〇：①文書閲覧、②日程回答

★：②開催案内メール、 ①資料UPロード、②意見集約
〇：①資料閲覧、②意見提出

★＝委員会事務局

〇＝委員長、委員

Global 
Directory

(GD)登録
JSAにて実施登録完了後

赤：ISOlutionsにアクセスし実施
青：ISOlutionsから自動配信

①National Documents
②National Ballots
③National Projects

進捗管理
★：③進捗入力
〇：③進捗閲覧

★：②調整メール 、①議事録案等UPロード
〇：①閲覧、②意見提出
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2. 実際の使用について
2.1. サインイン

9

 初期設定（パスワード）

• 委員会事務局からの情報を基にJSAで
GD登録を実施、完了後、委員へISOより
メールが到達

• リンクをクリックし、パスワードを委員が設定

※ パスワードの設定について
（最低8文字以上、文字2つ以上、数字2つ
以上を含めること）

• 下記メールが到達



2. 実際の使用について
2.1. サインイン
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 初期設定（サインイン）

• URL：https://isolutions.iso.org に
アクセスし画面右上の Sign in をクリックする

• Username に ID（登録したアドレス）、
Password にパスワードを記入

• チェックボックスを確認し、Sign in をクリック



2. 実際の使用について
2.1. サインイン
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 サインイン後のISOlutions トップページ

①

③

②



2. 実際の使用について
2.2. 委員会ページ概要
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 当該委員会ページへのアクセス方法

• 「画面２」にて Committee workspace を クリック

• サインインすると 「画面１」が表示される

• 「画面１」にて National Documents を選択

画面１

画面２



2. 実際の使用について
2.2. 委員会ページ概要
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 当該委員会ページへのアクセス方法

• この画面では委員の方自身が所属する
委員会が一覧で表示

• 参照したい委員会をクリック



2. 実際の使用について
2.2. 委員会ページ概要
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 当該委員会ページの主なレイアウト

Library
委員会文書を保存するフォルダ

Ballots
進捗中の投票のリスト

New Items
新規掲載された書類、
フォルダへのリンク

Navigation Menu
各機能へのリンク

Structure
委員会の構成



2. 実際の使用について
2.2. 委員会ページ概要
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 Library における各種フォルダ表示

• 委員会の文書ダウンロードはLibraryにて
実施可能

• フォルダ構成はすべて統一
（変更不可）

• フォルダに保存されたドキュメントは
ダウンロードの上、閲覧



2. 実際の使用について
2.2. 委員会ページ概要
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 Library各種フォルダ概要（文書管理は基本委員会事務局で実施）

文書の管理方法 該当フォルダ

委員会に関する一般的な公開情報等関連する情報 01. General committee documents

委員会にて使用する正式な資料 02. Meetings and resolutions

委員会内でのプロジェクトに関しての文書
想定として、委員会で扱うJISごとの進捗管理での利用が挙げられる
（審議中のもの、審議終了後のもの、それぞれの案件を分けて管理することも可）

03. Projects

周知を必要とする情報 ※1 04. Drop-in box for members

※1 当該委員会関係者全員格納可



2. 実際の使用について
2.2. 委員会ページ概要
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 当該委員会における関係者表示

Jiro Kikaku
Taro kikaku

• 委員会表示サンプル例



2. 実際の使用について
2.3. 文書の受領とダウンロード
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 利用する機能：① National Documents
 Library より委員会文書のダウンロードを実施可能

• 委員会事務局より左記のようなメールが届く

• 各個別の資料ナンバー（N Number）をクリックするか、ZIP-File
をクリックして資料をダウンロードする

（参考）
• ダウンロードする際にリンクをクリックすると、webブラウザが表示されるため、サインインの旨のページが表示

される
• 予めwebブラウザ開いてサインインを行うことにより、文書のダウンロードを行うことを推奨



2. 実際の使用について
2.3. 文書の受領とダウンロード

19

 Zipファイル形式でのダウンロード

• Zip & Download ボタンを
クリック



2. 実際の使用について
2.3. 文書の受領とダウンロード
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 Zipファイル形式でのダウンロード

• Download the zip file ボタンをクリック

• ダウンロード完了後、OKボタンを
押すことで当該委員会画面が
表示される



2. 実際の使用について
2.3. 文書の受領とダウンロード
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 通知メール以外からのフォルダへのアクセス

• 当該委員会のフォルダを直接開き
ダウンロードすることも可能



2. 実際の使用について
2.3. 文書の受領とダウンロード
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 通知メール以外からのフォルダへのアクセス

• 当該委員会のフォルダを直接開き
ダウンロードすることも可能



2. 実際の使用について
2.4. 日程調整・各種案件への意見表明
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 利用する機能：② National Ballots
 委員会事務局による委員に対する日程調整・資料に対するコメント募集

• 委員会事務局が連絡行為を行うと、
各委員に対して左記メッセージが届く

• クリックのこと

（参考）
• ダウンロードする際にリンクをクリックするとwebブラウザが表示されるため、サ

インインの旨のページが表示される

• 予めwebブラウザ開いてサインインを行うことにより、文書のダウンロードを行
うことがおすすめ



2. 実際の使用について
2.4. 日程調整・各種案件への意見表明
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 通知内容の確認

• 内容確認の上、
「Cast Vote」を
クリック



2. 実際の使用について
2.4. 日程調整・各種案件への意見表明
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 委員による委員会事務局への回答

• 各質問項目について、プルダウンを選択する

• 委員会事務局がコメントを求めている場合、
直接コメントを付記するか
指定のコメントテンプレートに記入の上、
アップロードする
※ 個別のファイルのアップロードも可

• 「Cast Vote」をクリックのこと



2. 実際の使用について
2.4. 日程調整・各種案件への意見表明
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 委員による回答内容の確認、修正、削除

• コメント入力後、当該案件のページを開
くと、左記画面が表示され、画面下に委
員のコメントが表示

• 修正したい場合は「Edit」を選択
削除したい場合は「Delete」を選択

JSA1



2. 実際の使用について
2.4. 日程調整・各種案件への意見表明（参考）
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 委員会事務局からの連絡以外の確認方法

• ISOlutions Portalの National Ballots をクリック

• 委員に回答が求められている案件が一覧として表示される



2. 実際の使用について
2.5. プロジェクト進捗確認
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 利用する機能：③ National Projects
 委員によるJIS開発の進捗状況（ステージ）確認（進捗入力は委員会事務局で実施）

• 「画面１」にて National Projects を選択

• 「画面２」にて確認したいプロジェクトの
各種情報を入力

• 「画面３」にて検索結果を確認

• リンクをクリックのこと

画面２

画面３

画面１



2. 実際の使用について
2.5. プロジェクト進捗確認
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 JIS案毎の進捗状況の確認

• JIS案毎の進捗状況が確認
可能

※サンプル表示
ステージコードについても別添として案内（予定）



2. 実際の使用について
2.5. プロジェクト進捗確認（参考：JIS原案作成完了後）
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 委員会事務局による e-JISC での申出/報告（ISOlutions の管理外）

• e-JISCでの申出/報告はJSAにて実施



2. 実際の使用について
2.5. プロジェクト進捗確認
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 JIS案毎の公示情報の確認

• 委員会事務局が公示情報を
入力することにより、JIS案毎の
進捗の確認が可能

• 委員はその結果を確認可能
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3. 詳細マニュアル
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 詳細な ISOlutions のマニュアルのダウンロード

1. 「画面１」 委員会トップページ Navigation Menu 中の User Guides を選択
2. 「画面２」 User Manual フォルダの委員用（Committee member 用）をクリック
3. 「画面３」 詳細マニュアルの pdf ファイルをダウンロードして閲覧

画面１ 画面２ 画面３



本件に関するご質問、ご意見等が
ある場合には、下記のメールアドレスにて
ご遠慮なくご連絡をお願い致します。

isolutions-help@jsa.or.jp
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