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一般社団法人国際標準化協議会 

令和２年度 事業報告書 

（令和２年４月１日～令和３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 20200410】 2020 年度第 1回 ISO 上層委員会報告会中止のお知らせ 

【協議会通信 20200413】 第 19 回北東アジア標準協力フォーラム（NEASF)のご案内 

【協議会通信 20200511】 令和 2年度定時社員総会について 

【協議会通信 20200514】 
令和2年度ISO/IEC国際会議への専門家派遣に係る補助事業公

募のお知らせ 

【協議会通信 20200515】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 4 月 

【協議会通信 20200601】 令和 2年度定時社員総会のご報告 

【協議会通信 20200609】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 5 月 

【協議会通信 20200619】 第 19 回北東アジア標準協力フォーラム（NEASF）延期のご連絡 

【協議会通信 20200708】 令和 2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 20200710】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 6 月 

【協議会通信 20200817】 第 2 回 ISO 上層委員会報告会資料について 

【協議会通信 20200817】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 7 月 

【協議会通信 20200911】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 8 月 

【協議会通信 20201012】 令和 2年度第 3回 ISO 上層委員会報告会開催のご案内 

【協議会通信 20201013】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 9 月 

【協議会通信 20201111】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 10 月 

【協議会通信 20201211】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 11 月 

【協議会通信 20201215】 情報セキュリティに関する国際標準化特別講演会のご案内 

【協議会通信 20201215】 
ビジネスを成功させるためのルール形成戦略セミナーのご案

内 

【協議会通信 20210122】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 12 月 

【協議会通信 20210210】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 1 月 

【協議会通信 20210316】 ＜情報共有＞海外標準化動向 月次レポート 2020 年 2 月 

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２０２０

令和２年１０月２日（金） コロナのため中止 

（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） 令和２年５月２８日（木）コロナのため中止 

 第１回国際標準化研修（IEC） 令和２年５月２９日（金）コロナのため中止 

第２回国際標準化研修（ISO） 令和２年７月３０日（木） 
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第２回国際標準化研修（IEC）  令和２年７月３１日（金） 

国際標準化研修（中級編） 

第１回国際標準化研修（ISO）  令和２年７月９日（木） 

第１回国際標準化研修（IEC）  令和２年７月１０日（金） 

第２回国際標準化研修（ISO）  令和２年９月２３日（水） 

第２回国際標準化研修（IEC）  令和２年９月２４日（木） 

国際標準化研修（上級編） 

第１回国際標準化研修（ISO）  令和３年２月１日（月） 

第１回国際標準化研修（IEC）  令和３年２月２日（火） 

（３）ISO 上層対応委員会報告会

第１回 ISO 上層委員会報告会   令和２年４月１３日（月）コロナのため中止 

第２回 ISO 上層委員会報告会   令和２年７月２１日（火） 

第３回 ISO 上層委員会報告会   令和２年１０月２７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   令和２年７月１３日（月） 

第２回 IEC 上層委員会報告会   令和２年１０月３０日（金） 

第３回 IEC 上層委員会報告会   令和３年３月１５日（月） 

３．講演会・セミナー開催、交流会等開催 

（１）国際標準化特別講演会

１）情報セキュリティ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：令和３年１月２８日（木）

場所：WebEx によるオンライン開催

内容：

1．経済産業省の Society5.0 におけるセキュリティ対策

の取組

経済産業省 商務情報政策局 

サイバーセキュリティ課

入江 奨様 

2．情報セキュリティ国際標準化動向［１] 

IEC、ISO/IEC JTC1SC 27 等における情報セキュリティ標

準化状況 

国立研究開発法人産業技術総

合研究所 サイバーフィジカ

ルセキュリティ研究センター

古原 和邦 

3．情報セキュリティ国際標準化動向［２] 

医療・ヘルスケア領域における情報セキュリティ標準化

状況 

キヤノンメディカルシステム

ズ株式会社 経営企画部

中里 俊章 

4．情報セキュリティ国際標準化動向［３] 

ISO/IEC JTC1/SC 41 (IoT)における標準化状況 

国立研究開発法人産業技術総

合研究所 デジタルアーキテ

クチャー推進センター

河合 和哉 
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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２０２１」を令

和３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たが、コロナのため、

専門家の国際会議派遣の実績はなかった。 

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）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）令和２年度第１回通常理事会

日時：令和２年４月２４日（金）

議題：①令和元年度事業報告書（案）について

②令和元年度度決算報告書（案）について

③令和２年度定時社員総会開催について

（２）令和２度第２回臨時理事会

日時：令和２年５月２９日（金）

議題：① 代表理事選任について

（３）令和２年度第２回通常理事会

日時：令和３年３月２９日（月）

議題： ① 令和３年度事業計画（案）について

② 令和３年度収支予算（案）について
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２．総会 

（１）令和２年度定時社員総会 

   日時：令和２年５月２９日（金） 

   議題：（決議事項） 

① 令和元年度事業報告書（案）について 

② 令和元年度決算報告書（案）について 

③ 理事２名の選任について 

④ 監事１名の選任について 

     （報告事項） 

①令和２年度事業計画及び令和２年度収支予算について 

 

以上 


