平成２９年度事業報告書
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

一般社団法人

国際標準化協議会

一般社団法人国際標準化協議会
平成２９年度 事業報告書
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
Ⅰ．定期的情報提供活動
１．協議会通信の発行
国際標準化に関する情報を「協議会通信」にて次のとおり社員にメールにて発信した。
【協議会通信 20170404】平成 29 年度国際標準化セミナー（国際標準化研修）のご案内
【協議会通信 20170406】平成 29 年度第 1 回 ISO 上層委員会報告会のご案内
【協議会通信 20170411】第 16 回北東アジア標準協力フォーラム開催のご案内
【協議会通信 20170418】平成 29 年度専門家派遣に係わる補助事業公募のお知らせ
【協議会通信 20170427】平成 29 年度第 1 回 ISO 上層委員会報告会資料について
【協議会通信 20170523】平成 29 年度定時社員総会のご報告
【協議会通信 20170529】平成 29 年度 第 1 回 ISO/IEC 国際標準化人材育成講座募集の
ご案内
【協議会通信 20170601】中国標準化法の改正について
【協議会通信 20170605】平成 29 年度国際標準化セミナー（国際標準化研修）のご案内
【協議会通信 20170619】(再送)平成 29 年度 第 1 回 ISO/IEC 国際標準化人材育成講座
募集のご案内
【協議会通信 20170620】平成 29 年度第 2 回 ISO 上層委員会報告会開催のご案内
【協議会通信 20170726】平成 29 年度第 2 回 ISO 上層委員会報告会資料について
【協議会通信 20170801】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2017 年 2 月～5 月分及び 6 月分)
【協議会通信 20170807】標準化と品質管理全国大会 2017 について
【協議会通信 20170807】平成 29 年度国際標準化セミナー（国際標準化研修）のご案内
【協議会通信 20170817】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2017 年 7 月分)
【協議会通信 20170818】新たな基準認証の在り方に関する答申案について
【協議会通信 20170831】欧州標準化動向に関する情報送付の件
【協議会通信 20170915】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2017 年 8 月分)
【協議会通信 20170919】サービスロボットに関する国際標準化セミナーのご案内
【協議会通信 20170925】CE マーキング制度に関する国際標準化特別講演会のご案内
【協議会通信 20171002】平成 29 年度国際標準化セミナー（国際標準化研修）のご案内
【協議会通信 20171018】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2017 年 9 月分)
【協議会通信 20171025】ISO アカデミー部門長 Mr. Daniele Gerundino 来日講演会
のご案内
【協議会通信 20171106】平成 29 年度 第 2 回 ISO/IEC 国際標準化人材育成講座募集の
ご案内
【協議会通信 20171106】平成 29 年度国際標準化セミナー（国際標準化研修）のご案内
【協議会通信 20171108】平成 29 年度第 3 回 ISO 上層委員会報告会資料について
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【協議会通信 20171129】平成 29 年度国際標準化セミナー（国際標準化研修）上級編の
ご案内
【協議会通信 20171204】(再送)平成 29 年度 第 2 回 ISO/IEC 国際標準化人材育成講座
募集のご案内
【協議会通信 20180112】スマートマニュファクチャリングに関する国際標準化特別
講演会のご案内
【協議会通信 20180118】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2017 年 10 月分,11 月分,12 月分)
【協議会通信 20180205】平成 30 年度国際標準化研修のご案内
【協議会通信 20180209】欧州標準化動向に関する情報送付の件
【協議会通信 20180214】平成 30 年度標準化動向調査に関する要望について
【協議会通信 20180221】欧州標準化動向に関する情報送付の件
【協議会通信 20180221】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2018 年 1 月分)
【協議会通信 20180222】平成 30 年度第 1 回 ISO 上層委員会報告会のご案内
【協議会通信 20180223】標準化官民戦略会議中国の標準化動向調査について
(2017 年度最終報告書)
【協議会通信 20180320】BSI 規格部門長、ISO 政策担当副会長 Dr.Scott Steedman
来日講演会のご案内
２．国際標準化関係の情報提供
国際標準化に関する各種イベント等の情報を社員に提供した。
（１）標準化と品質管理全国大会２０１７
平成２９年１０月１１日（水）
（２）国際標準化ユニット研修
国際標準化研修（入門編）
第１回国際標準化研修（ISO）
第１回国際標準化研修（IEC）
第２回国際標準化研修（ISO）
第２回国際標準化研修（IEC）
第３回国際標準化研修（ISO）
第３回国際標準化研修（IEC）
国際標準化研修（中級編）
第１回国際標準化研修（ISO）
第１回国際標準化研修（IEC）
第２回国際標準化研修（ISO）
第２回国際標準化研修（IEC）
第３回国際標準化研修（ISO）
第３回国際標準化研修（IEC）
国際標準化研修（上級編）
第１回国際標準化研修（ISO）
第１回国際標準化研修（IEC）

平成２９年５月２３日（火）
平成２９年５月２４日（水）
平成２９年８月３日（木）
平成２９年８月４日（金）
平成２９年１１月１日（水）
平成２９年１１月２日（木）
平成２９年７月１１日（火）
平成２９年７月１２日（水）
平成２９年９月２８日（木）
平成２８年９月２９日（金）
平成２９年１１月２７日（月）
平成２９年１１月２８日（火）
平成３０年２月１日（木）
平成３０年２月２日（金）
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（３）ISO 上層対応委員会報告会
第１回 ISO 上層委員会報告会
第２回 ISO 上層委員会報告会
第３回 ISO 上層委員会報告会

平成２９年４月２５日（火）
平成２９年７月１８日（火）
平成２９年１０月１０日（火）

（４）IEC 上層対応委員会報告会
第１回 IEC 上層委員会報告会
第２回 IEC 上層委員会報告会
第３回 IEC 上層委員会報告会

平成２９年７月２７日（木）
平成２９年１０月３１日（火）
平成３０年３月９日（金）

３．講演会・セミナー開催、交流会等開催
（１）セミナー
１）サービスロボットに関する国際標準化セミナー
主催：一般社団法人国際標準化協議会、一般財団法人日本規格協会、IEC 活動推
進会議
日時：平成２９年１０月２３日（月）
場所：東京国際フォーラム ガラス棟７階Ｇ７０１会議室
内容：①Acceptance and testing of AAL (Active Assisted Living) & robotic
Innovations and its market in case of Switzerland
Prof. Dr. Sabina Misoch
Head of Interdisciplinary
Competence Center for Ageing (IKOA)
②離床アシストロボットの開発プロセス
－実証評価から国際規格認証取得・商品化までの取組み－
パナソニック株式会社エコソリューションズ社
ロボット・リハビリ事業開発部部長
河上 日出生 氏
③【ショートプレゼンテーション】
新しい技術の意義を評価する手法の開発
【パネルディスカッション】
介護分野でのロボット機器受容性
プレゼンター：
厚生労働省
国立障害者リハビリテーションセンター研究所
井上 剛伸 氏
コーディネータ
社団法人日本ノーリフト協会代表理事
保田 淳子 氏
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福祉機器開発部長

（２）国際標準化特別講演会
１）ISO/CS 規格開発部門マネージャーMr. Henry Cuschieri 来日講演会
主催：一般社団法人国際標準化協議会、一般財団法人日本規格協会
日時：平成２９年１１月１３日（月）
場所：ベルサール三田 1 階 Room 1
内容：①Innovation in standards development
②ISO IT strategy and its implementation
Mr. Henry Cuschieri
Manager,
Standards and Development
ISO Central Secretariat
２）ＣＥマーキング制度に関する国際標準化特別講演会
主催：一般社団法人国際標準化協議会、一般財団法人日本規格協会、IEC 活動推
進会議
日時：平成２９年１１月１５日（水）
場所：東京国際フォーラム ガラス棟４階Ｇ４０９会議室
内容：①ＣＥマーキング制度への対応
‐ＮＬＦ導入以降の指令とその対応‐
②適合性評価制度の今後の国際動向
パナソニック株式会社品質・環境本部 製品法規課
国際標準化専任主幹
ＩＥＣ ＣＡＢ／ＩＥＣＥＥ ＣＭＣ委員 前ＩＥＣ ＳＭＢ委員
梶屋 俊幸 氏
３）スマートマニュファクチャリングに関する国際標準化特別講演会
主催：一般社団法人国際標準化協議会、一般財団法人日本規格協会、IEC 活動推
進会議
日時：平成３０年３月７日（水）
場所：東京国際フォーラム ホールＤ５
内容：①コネクティッドインダストリーズ実現に向けた経済産業省の取組
経済産業省産業技術環境局 国際電気標準課
統括基準認証推進官
野口 康成 氏
②IEC SyC Smart Manufacturing の最新動向
横河電機株式会社
マーケティング本部渉外・標準化戦略センター長
Chief Standards Officer
小田 信二 氏
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③IEC TC65 におけるSmart Manufacturing標準化活動
アズビル株式会社
技術標準部国際標準化担当部長
石隈 徹 氏
Ⅱ．受託調査
一般財団法人日本規格協会からの受託事業として次の調査事業を実施した。
１．ＩＳＯ事業概要の改訂及び配布
「ＩＳＯ事業概要」について、統計数値情報、TC（Technical Committee：技術委員会）
/SC（Sub-Committee：分科会）情報等の改訂を行い「ＩＳＯ事業概要２０１８」を平
成３０年３月に発行し、冊子版として会員へ配布した。
２．国際標準化動向調査
ISO、IEC、BSI、ASTM の標準化動向調査としてプレスリリース邦訳をウェブサイトに掲
載した。
ウェブサイトアドレス http://www.isf-net.or.jp
Ⅲ．国際標準化への支援
１．ＪＫＡ補助金事業
一般財団法人日本規格協会と共同でＪＫＡ補助金事業を実施し、約６０名の専門家を
国際会議に派遣した。
２．標準化官民戦略
平成２６年５月に策定された標準化官民戦略に基づき次の業務を実施した。
（１）標準化官民戦略会議幹事会事務局
標準化官民戦略会議幹事会事務局として次の幹事会を開催した。
１）第５回幹事会
日時：平成２９年５月９日（火）
場所：経済産業省別館３階 ３１２各省庁共用会議室
内容：①昨年度の取組状況及び今年度以降の方向性について
②新たな基準認証の在り方について
③国際連携の現状及び情報収集体制について
④国際標準化にかかる人材育成に向けて
⑤標準化人材育成 WG の取組について
（２）欧州、中国等に関する標準化情報を「情報提供用メーリングリスト（幹事会及び旧
情報連絡会関係者）」を利用して提供すると共に協議会通信にて会員宛に送付した。
Ⅳ．協議会運営
１．理事会
（１）平成２９年度第１回通常理事会
日時：平成２９年４月２８日（金）
議題：①平成２８年度事業報告書（案）について
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②平成２８年度決算報告書（案）について
③平成２９年度定時社員総会について
（２）平成２９年度第２回通常理事会
日時：平成３０年３月３０日（金）
議題：①平成３０年度事業計画（案）について
②平成３０年度収支予算（案）について
２．総会
（１）平成２９年度定時社員総会
日時：平成２９年５月２２日（月）
議題：（決議事項）
①平成２８年度事業報告書（案）について
②平成２８年度決算報告書（（案）について
③理事２名の選任について
（報告事項）
①平成２９年度事業計画及び平成２９年度収支予算について
以
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