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序 

 

 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業

においてはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に

伴い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点で

の見直しを行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、従来

から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参

りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、

安全、品質、環境など安心のための基本要素をはじめとするマネジメントに係

わる規格などが制定されてきております。弊会においてもこの動きに対応し、

機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機

械工業の横断的な規格についての取り組みを強化しているところです。 

 具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格

整備とリスクアセスメントの普及活動、機械安全への取り組みが競争力強化に

つながる方策の検討、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・課題別標

準化の推進などです。これらの事業成果は、関連業界共通のガイドライン、日

本発の国際規格への提案や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格

の早期制定などとなって実を結ぶものであります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマのひとつとし

て社団法人日本プラント協会に「我が国プラント・エンジニアリング産業の装

置システムにおける標準化への取り組み調査」を調査委託いたしました。本報

告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 



 

 

はしがき 

 

 国 際 標 準 は 我 が 国 及 び 我 が 国 産 業 界 に と っ て そ の 重 要 性 を 増 し て き て

お り 、 一 般 消 費 者 を 対 象 と し な い プ ラ ン ト ・ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 分 野 に お

い て も 、 国 際 標 準 化 に 対 す る 戦 略 的 な 取 り 組 み は 、 世 界 的 な 競 争 を 行 っ

て い る 企 業 に と っ て 重 要 な 課 題 と 言 え ま す 。  

経 済 産 業 省 も 日 本 工 業 標 準 調 査 会 （ JISC） を 通 じ 、 ISO の 活 動 へ の 我

が 国 機 関 の よ り 主 体 的 な 参 画 を 奨 励 し て い ま す 。平 成 16 年 6 月 に は「 国

際 標 準 化 活 動 基 盤 強 化 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」が 、平 成 19 年 6 月 に は「 国 際

標 準 化 ア ク シ ョ ン プ ラ ン 」 が 取 り ま と め ら れ 、 我 が 国 に お け る 国 際 標 準

化 活 動 の 推 進 の た め に 方 針 と さ ま ざ ま な 施 策 が 提 示 さ れ て き ま し た 。  

 国 際 標 準 化 ア ク シ ョ ン プ ラ ン で は 、 国 際 標 準 化 活 動 に 係 る 各 当 事 者 の

取 り 組 み と 期 待 さ れ る 役 割 が 整 理 さ れ て お り 、 業 界 関 連 団 体 に お い て は

各 産 業 界 の 特 性 に 応 じ た 取 り 組 み が 求 め ら れ 、 企 業 に は 企 業 経 営 層 や 第

一 線 管 理 者 の 意 識 改 革 と 組 織 的 な 取 り 組 み の 強 化 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 当 協 会 で は 平 成 20 年 に TC67（ 石 油 ・ 石 油 化 学 及 び 天 然 ガ ス 工 業 用 材

料 及 び 装 置 ） に お け る SC6（ 処 理 装 置 及 び シ ス テ ム 分 科 委 員 会 ） に 参 加

し 、 標 準 化 へ の 取 り 組 み を ま さ に 開 始 し ま し た 。  

上記の状況下、 当 協 会 は 社 団 法 人 日 本 機 械 工 業 連 合 会 の 委 託 を 受 け 、 我

が国機械産業界がにおける我が国企業の国際競争力の強化に役立てることを目的

として「 我 が 国 プ ラ ン ト・エ ン ジ ニ ア リ ン グ 産 業 の 装 置 シ ス テ ム に お け る

標 準 化 へ の 取 り 組 み 調 査 」 を 実 施 し ま し た 。 本 調 査 研 究 の 成 果 が 関 係 各

位 の お 役 に た て ば 幸 甚 に 存 じ ま す 。  
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第１章 調査の背景と目的 
 
１．１ 調査の背景と目的 
 
経済のグローバル化の進展に伴い、国際標準を制する企業が世界を制するとも言われるよ

うに、国際標準化に対する戦略的な取り組みは世界的な競争に晒されている我が国企業にと

っても以前にも増して重要な課題となってきている。経済産業省も JISC(日本工業標準調査

会)を通じて、国際標準化機構(ISO)の活動への我が国機関のより主体的な参画を奨励してい

る。当協会は 2008 年 1 月現在で 201 ある専門委員会のひとつである TC67(石油・石油化

学及び天然ガス工業用材料及び装置)における SC6(処理装置及びシステム分科委員会)の国

内審議団体として 2008 年 9 月に JISC より承認され、以降当協会会員企業である我が国プ

ラント・エンジニアリング企業の事業分野のひとつである当該分野における国際標準策定作

業に参画しうる立場となっている。 
 
本調査においては、ISO/TC67/SC6 における規格開発状況を調査研究し、またその国際

会議への参加により海外関係者の動きを調査することにより、これら産業分野における我が

国企業の国際競争力の強化に役立てることを目的として実施した。 
 

１．２ 調査の対象と調査の方法 
 ISO から公表されている標準化制度、規格制定の仕組みについてインターネットにより

情報収集を行うとともに、文献書籍により、ISO に対する我が国の取り組み、各国の取り

組みについても合わせて情報を収集した。 
ISO には数多くの規格があるが、その中でプラント・エンジニアリング産業の関与状況

を調査した。プラント・エンジニアリング産業に係わる規格は上流から下流まで範囲が広く、

関与の度合いも多岐にわたる。そこで、本調査においてはその中で当協会が国内審議団体と

して参画することになった ISO/TC67/SC6 の状況を調査することにより、その活動状況の

分析をもとに、考察と提言を行った。 
 
調査においては大学教授、関連団体及び企業の有識者・実務経験者を中心に「プラント・

エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会」を設置し、調査研究を推進すると

共に 2009 年９月 29 日から 30 日までカナダのビクトリアで開催された第 19 回

ISO/TC67/SC6 年次会議に参加し、各国代表との意見交換や情報収集、ヒアリングなどの

活動を行った。 
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第２章 国際標準化の概要 
 
２．１ 国際標準化の概要と我が国の国際標準化アクションプラン 
 
標 準 化 の 国 際 組 織 で あ る 国 際 標 準 化 機 構 （ International Organization for 

Standardization : ISO）は、1947 年 25 カ国のメンバーがロンドンに参集し、国際的協調

と産業基準の統一を促進する新たな組織を設立することに合意、1947 年 2 月 23 日、スイ

ス・ジュネーブにおいて ISO として正式に設立された。ISO は、1926 年に設立された万国

規格統一協会（International Federation of the National Standardizing Associations : 
ISA）と、 1944 年に設立された国際規格調整委員会 (United Nations Standards 
Coordinating Committee : UNSCC)とのふたつの組織により設立されたものである。 

ISO は国際規格化において、国際電機標準会議（ International Electotechnical 
Commission: IEC）、国際電気通信連合（International Telecommunication Union: ITU）

と協調している。3 つの機関はいずれもスイスのジュネーブに本拠地を置いており、世界標

準協力（World Standard Cooperation: WSC）を構築し、協力戦略の焦点や国際標準の普

及促進のために活動している。また、世界貿易機構（World Trade Organization: WTO）

との間では、貿易の技術的な障壁の低減のために ISO 規格が貢献できることから密接な関

係がある。一方、国際連合とは、特に規制や背公共政策の調和に関する点で、その特別機関

や委員会と協調して活動を行っている。 
 
 ISO 規格は、決めごと＝標準化であり、標準に従がって形や寸法などを定め、共通して

使えるようにすることであり、標準化により制定された取り決めが規格となって発行される。 
経済産業省基準認証政策課の資料では、標準化の目的として、以下のことが挙げられている。 
・互換性、インターフェースの整合性の確保 
・生産性の向上 
・製品の適切な品質の設定 
・相互理解の促進 
以上は従来から設定されていた目標であるが、近年、追加的に次に掲げる項目が目的とされ

てきている。 
・技術の普及（研究開発の成果） 
・安全・安心の確保（消費者保護、高齢者・障害者配慮） 
・環境（省エネルギー、リサイクル等） 
・産業競争力の強化、競争環境の整備 
・貿易促進 
 
 一般的には、標準化により、産業界には、①市場の迅速な形成・拡大、貿易促進、②製品
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種類の削減によるコスト低減、③販売先、消費者への訴求効果大、④社内マネジメントの向

上、⑤製品開発、研究開発等での活用、業界全体での発展が見込め、消費者側には、①互換

性による使いやすさ、②製品の品質・性能等の評価が容易、③安心・安全な生活のための指

針、④事業者の評価のための指針、⑤わかりやすさの向上、などのメリットがあるとされて

いる。 
 
 ISO は自主規格ではあるが、1995 年に発効した WTO/TBT 協定により、各国は強制規格

や適合性評価手続きの作成や改正を行う際に、原則、国際規格（ISO や IEC）を基礎とす

ることが義務付けられた。 
 
 日本では 1949 年に工業標準化法が施行され、日本工業標準調査会（JISC）が工業標準

の調査・審議機関として設置され、日本工業規格（JIS）が誕生した。日本は、1952 年に

ISO、1953 年に IEC にそれぞれ加盟した。 
我が国では、2006 年に国際標準化活動参加 100 年を迎え、「豊かで強く魅力ある日本経済

の実現」を目指して政府が策定した経済成長戦略大綱において国際標準化が取り上げられ、

2006 年 12 月には国際標準化総合戦略が策定された。この戦略目標の達成に係る主な課題

としては以下の５つが挙げられている。 
① 経営戦略における国際標準化の重要性についての企業経営層の認識の不足 
② 欧米では、産業界自身の問題として産業界が主体的に取り組んでいる一方、我が国にお

いてはさらに産業界のイニシアティブに期待 
③ 我が国初の技術の迅速な国際標準化のためには、標準の専門家が圧倒的に不足 
④ ISO・IEC では一国一票の投票で国際標準を決定。アジア太平洋諸国との連携を強化し、

我が国 ISO・IEC での影響力を高めることが必要。 
⑤ 諸外国による独自標準の制定と技術規制でのその引用により、我が国の優れた製品や技

術が海外市場から締め出される怖れ 
 
さらに、戦略目標達成の取り組みとして、国際標準化アクションプランが定められ、５つの

取り組み方針が決められている。 
① 企業経営者の意識改革 

政府は、企業経営層・工業会との対話により経営者の自らの意識改革を促す。これによ

り企業における標準化部門の設置等取組体制の強化、産業界ごとのアクションプランの

策定・実施。 
② 国際標準の提案に向けて重点的な支援強化 

重点テーマを決め、重点 TC/SC を選定し、官民の資源配分の重点化を図り、国際標準

化活動を計画的に推進する。幹事国引き受け等への支援の強化に努める。NEDO、AIST
など関係組織の取り組み強化。 
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③ 世界で通用する標準専門家の育成 
日本規格協会（JSA）を中心に、企業等の技術者や団体職員に対する研修の実施、国際

会議においてリーダーシップを発揮できる人材の養成をはじめとする標準化教育。 
④ アジア太平洋地域等における連携強化 

各国別の投票に基づく国際標準化プロセスでは基本的に利害の一致する国・地域との連

携が不可欠であり、特にアジア太平洋地域の諸国と連携を強める。 
⑤ 諸外国の独自標準と技術規制の制定への対応 

在外公館等の職員の情報収集能力を高め、関係する当事者との情報共有を図る。各国政

府や標準化機関への必要な働きかけや、当該分野での迅速な国際標準の提案。 
  
２．２ ISO の組織と運営 
 

ISO のメンバー制度は、各国を代表する標準化組織に開放されており、各国１組織とさ

れている。 
2009 年 12 月 2 日現在、ISO は 162 の国、地域で構成され、会員国(Member bodies)、

通信会員国(Correspondent members)、購買会員国(Subscriber members)の３つのカテゴ

リーに分類される。 
 
会員国(Member body)とは、その国の標準化の代表であり１カ国１メンバーに限られる。

会員国は ISO の全ての技術委員会、Policy 委員会における全投票権がある。日本を含むほ

とんどの国が会員国として登録されている。 
通信会員国(Correspondent member)とは、確立された国家標準化活動を有さない国の機

関である。Correspondent member は技術開発活動や政策開発活動に活動的な役割をしな

いが、関心のある活動について全ての情報を得る権利を有する。通信会員としては、ネパー

ル、ミャンマー、香港、アフガニスタン、ジンバブエ、セネガル、パラグアイ、エルサルバ

ドル、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギスタンなど 47 国・地域である。 
購買会員国(Subscriber member)とは、非常に小規模な経済の国に対する資格であり、低

減された会費での国際標準への関係を維持することを認められている。購買会員は、セント

ビンセント・グレナディーン、レソト、ラオス、ホンジュラス、ガイアナ、エリトリア、カ

ンボジア、ブルンジ、アンティグアバーブーダの 10 カ国である。 
 
 個人や企業は ISO メンバーとはなれないが、個人はある国のメンバーになることにより

代表団の専門家として技術委員会へ参加することができ、企業は代表団が行うプレゼンテー

ションに際して国内のコンセンサス形成の過程で情報を提供し、その情報を ISO 規格に反

映させることができる。 
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 余談であるが ISO の予算は、メンバーからの会費と規格文書の売り上げによって賄われ

ている。各メンバーの会費は各国の国民総所得(GNI)と貿易統計の割合によって決められる

が、全体収入のうち会費が 60%、規格文書の売り上げとその他サービスによる収入が 40%
である。 
 

ISO の組織は、図２－１に示すように、総会（General Assembly）を 高意思決定機関

とする組織である。総会は通常年 1 回開催され、ISO の役員と会員団体（1 カ国 1 団体）か

ら推薦された代表者で構成される。主な役割は、ISO 年次報告の作成、ISO 戦略について

の方策の決定、財務監事による中央事務局の財政状況報告などである。 
実際の運営は、ISO 役員と 18 の会員団体からなる理事会（Council）で決定される。理

事会は、財務監事と技術管理評議会（Technical Management Board: TMB）の 12 のメン

バー及び政策開発委員会（Policy Development Committees：PDC）の議長を指名する。

また、中央事務局（Central Secretariat：CS）の年間予算を決定する。 
技術管理評議会は、技術アドバイスグループ（Technical Advisory Groups：TAG）や戦

略アドバイスグループ（Strategy Advisory Groups：SAG）を含む専門業務の全般的な管

理を行う。メンバーは理事会で指名された議長と 12 名のメンバーで構成される。技術管理

評議会の事務局は中央事務局内に置かれる。 
中央事務局は、理事会及び技術管理評議会のいずれの事務局としての機能を持ち、実際に

規格作成を行う専門委員会（Technical Committees：TC）や分科委員会（Subcommittees：
SC）と深くかかわり、TC と SC の活動を指導、監督する。 
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図２－１ ISO の組織 
（出典：ISO ホームページより） 

 
ISO 規格は、産業、技術、ビジネスセクターからの専門家からなる「専門委員会」で開

発されるが、その開発に参加する専門家がそれらの規格を使用する場合が多い。これらの専

門家には政府機関の代表、研究所、消費者団体、非政府組織、学会からの専門家も関与する

こともある。国の代表として参加する専門家は、各国のメンバー機関により選定される。専

門家は自分の参加する組織の観点からだけでなくその他の利害関係者も代表して活動する

ことが求められる。 
 
専門委員会の各国代表の専門家は、規格書ドラフトに対して一致するまで議論を行い、こ

のドラフトは、国際規格案（Draft International Standard: DIS）としてメンバーに送付さ

れ、コメント募集と投票が行われる。多くの国のメンバーは公開レビュー手続きを有してお

り、関係機関や一般への通知を行う。ISO メンバーは規格書ドラフトに関係機関等からの

フィードバックを盛り込む。DIS としての投票結果が賛成であった場合、必要な修正とと
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もに 終国際規格案（Final Draft International Standard: FDIS）として送付される。こ

の FDIS が賛成されると国際規格として発行される。 
2010 年 1 月 28 日現在、ISO には 162 の国、地域が参加している。（添付資料－１参照） 
専門委員会への参加数の上位国を表２－１に示す。フランス、英国、ドイツが上位 3 カ

国となっている。アジアからは４位に中国、６位に韓国、７位に日本、13 位にインドとな

っている。EU 加盟国は、上位からフランス、英国、ドイツ、ルーマニア、イタリア、ポー

ランド、スペイン、オランダ、ベルギー、フィンランド、スウェーデン、オーストリアと 
上位 20 カ国中 12 カ国を占め、一国一票の形ではあるものの、EU 勢が多数を占めてい

る状況が見て取れ、EU が団結した場合、投票においては、アジアなど他地域の国としては

劣勢に立たされる状況がある。 
 

表２－１ ISO 会員(国・地域) TC 参加数の上位 20 カ国 
(2010 年１月 28 日現在) 

No Country Acronym Membership TC participation PDC participation

1 France  AFNOR Member body  718  3  

2 United Kingdom  BSI  Member body  713   3  

3 Germany  DIN  Member body  712   3  

4 China  SAC  Member body  705   3  

5 Romania  ASRO  Member body  700  3  

6 Korea, Republic of KATS  Member body  694  3  

7 Japan  JISC  Member body  668   3  

8 Italy  UNI  Member body  655   3  

9 Poland  PKN  Member body  622   3  

10 USA  ANSI  Member body  612   3  

11 Spain  AENOR Member body  604   3  

12 Russian Federation GOST R Member body  602   3  

13 India  BIS  Member body  593   3  

14 Czech Republic  UNMZ  Member body  581   3  

15 Netherlands  NEN  Member body  573   3  

16 Belgium  NBN  Member body  537   3  

17 Finland  SFS  Member body  530   3  

18 Sweden  SIS  Member body  528   3  

19 Switzerland  SNV  Member body  518   3  

20 Austria  ASI  Member body  506  3  

注：専門委員会及び分科委員会を含む数 
(出典：ISO ウェブページ) 

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1738�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1738�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2064�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2064�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2064�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1511�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1511�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1511�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1635�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1635�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1635�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2058�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2058�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1663�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1663�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1835�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1835�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1823�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1823�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1823�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2045�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2045�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2045�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2188�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2188�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1717�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1717�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2176�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2176�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1794�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1794�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2133�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2133�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2133�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2027�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2027�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1561�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1561�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1734�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1734�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1734�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2101�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2101�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2101�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2106�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2106�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1529�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1529�
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２．３ 国際標準化規格数の状況 
 

ISO は国際規格化において、国際電機標準会議（ International Electotechnical 
Commission: IEC）、国際電気通信連合（International Telecommunication Union: ITU）

と協調している。3 つの機関はいずれもスイスのジュネーブに本拠地を置いており、世界標

準協力（World Standard Cooperation: WSC）を構築し、協力戦略の策定や国際標準の普

及促進のために活動している。また、世界貿易機構（World Trade Organization: WTO）

との間では、貿易の技術的な障壁の低減のために ISO 規格が貢献できることから密接な関

係がある。一方、国際連合とは、特に規制や背公共政策の調和に関する点で、その特別機関

や委員会と協調して活動を行っている。 
 

1947 年の ISO 発足以来、農業、建設、医療設備から 新の情報技術開発分野までその対

象は広く、2008 年 12 月 31 日現在までに 17,765 件の規格を制定してきた。2008 年では

1,230 件の規格が発行されている。 
 
表２－２によると、2004 年から 2008 年までの規格の発行状況は各年 1,200 件強となっ

ている。 
 

表２－２ 2004 年から 2008 年までの年間発行規格の数 
（2008 年 12 月 31 日現在） 

年 発行規格数 規格のページ数 規格 1 件当たり平均ページ数 
2004 1,247 件 59,527 ページ 48 ページ 
2005 1,240 件 61,296 ページ 49 ページ 
2006 1,388 件 68,146 ページ 49 ページ 
2007 1,105 件 57,477 ページ 52 ページ 
2008 1,230 件 69,303 ページ 56 ページ 
合計 6,210 件 315,749 ページ 51 ページ 

(出典：ISO Annual Report 2008 より作成) 
 
表２－３はこれまで発行された規格総数の分野別の統計である。全体総数 17,765 件のう

ち、工学技術分野が 4,829 件で 27%と も多く、標準化の対象分野として工学技術分野が

も主要な対象となっている。次に素材技術が 4,264 件で 24%となっており、この 2 分野

で 50%以上の件数を占める。以下、電気・情報技術・通信分野の 2,990 件 17%、運輸・貨

物配送分野の 1,896 件 11%となっている。 
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表２－３ 累計発行規格の分野ごとの割合 

（2008 年 12 月 31 日現在） 
セクター 制定規格数 合計 

ページ数 
一般、インフラ、科学 1,544 件 58,849 ページ 
健康、安全、環境 699 件 25,718 ページ 
工学技術 4,829 件 215,996 ページ 
電気、情報技術、通信 2,990 件 203,164 ページ 
運輸、貨物配送 1,896 件 52,451 ページ 
農業、食品技術 1,023 件 24,016 ページ 
素材技術 4,264 件 107,606 ページ 
建設 376 件 13,506 ページ 
特殊技術 144 件 3,565 ページ 
合計 17,765 件 704,871 ページ 
注１：セクター分野は国際規格分類（ICS）による。 
注２：四捨五入の関係から割合の合計は 100 にならない。 
(出典：ISO in figures for the year 2008) 

 
次に、2008 年に発行された規格の分野ごとの割合を表２－４に示す。工学技術分野は 338

件で累計と同様に 27%を占めている。累計との比較で目立つところでは、累計で 17%の電

気・情報技術・通信分野が 303 件 25%となっている。一方、累計で第 2 位 24%だった素材

技術分野は 203 件で 17%となっており、素材技術分野の標準化は、全体からみると峠を越

えたと想定される。 
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表２－４ 2008 年発行規格の分野ごとの割合 

（2008 年 12 月 31 日現在） 
セクター 制定規格数 合計ページ数 全体件数の割合 

一般、インフラ、科学 113 件 5,754 ページ 9％ 
健康、安全、環境 52 件 2,483 ページ 4% 
工学技術 338 件 18,791 ページ 27% 
電気、情報技術、通信 303 件 27,529 ページ 25% 
運輸、貨物配送 100 件 3,851 ページ 8% 
農業、食品技術 69 件 2,628 ページ 6% 
素材技術 203 件 6,698 ページ 17% 
建設 40 件 1,280 ページ 3% 
特殊技術 12 件 289 ページ 1% 
合計 1,230 件 69,303 ページ 100% 
注１：セクター分野は国際規格分類（ICS）による。 
 (出典：ISO in figures for the year 2008) 
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２．４ 国際標準化の手続き 
 

ISO では国際標準化のための手続きが定められており、それに則って基準が開発、改訂

される。手続きは、ISO/IEC 専門業務用指針（ISO/IEC Directives）によって定められて

いる。いわば標準化作業のルールブックである。その手続き概要は標準化開発プロジェクト

段階のマトリックス表示で整理されているが、そのマトリックスを添付資料２に示す。 
 
規格開発の段階として通常は６つの段階があり、提案段階の前の予備段階、規格制定後の

手順としての見直し段階、廃止段階を含めると９つの段階に分類される。それぞれの段階に

進行段階(副段階)が決まっており、ふたつの数の組み合わせのマトリックスで規格開発が今

どのような段階にあるかがわかるようになっている。また、開発される文書名の頭には各段

階を示すアルファベットがつき、どの段階にあるかがわかる。 
規格開発の６つの進行段階と各段階での文書、作業内容を整理したのが次の表２－５であ

る。 
表２－５ 国際規格開発段階と開発作業概要 

 
段階名 文書の名称(略語) 作業の概要 と 承認要件 
提案段階 新業務項目提案 

（NP） 
確実にニーズがある規格が新プロジェクトとして各国

加盟機関、TC、SC の幹事などにより新規格策定、規格

改定が提案される。 
提案には、①委員会の P メンバーの単純過半数、②5 名

の P メンバー参加、③5 名の専門家指名が必要。 
承認には、①5 名の P メンバー参加、②委員会の P メ

ンバーの単純過半数の提案書合意が必要。 
作成段階 作業原案 

（WD） 
提案の承認後、TC/SC のワーキンググループ（WG）内

で作業原案（WD）の検討と作成が行われる。 
WD を CD として回付する承認条件は特に規定されて

いない。 
委員会段階 委員会原案 

（CD） 
WD は CD 案として登録される。委員会原案として各国

メンバーからのコメントを検討。 
投票にかけられ、①コンセンサス、または②P メンバー

の 2/3 以上の賛成で CD が成立し、次の段階に進む。 
照会段階 国際規格原案 

（DIS） 
ISO サーバー上で文書が公開され、TC/SC メンバーだ

けでなく全てのメンバー国に投票のため送られる。 
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P メンバーによる投票の 2/3 以上の賛成、かつ反対が投

票総数の 1/4以下でFDISとして提出することが承認さ

れる。否決の場合は TC/SC の感じが中心となって DIS
を修正、再投票となる。 

承認段階 国際規格 終 
原案 
（FDIS） 

中央事務局が FDIS を全てのメンバー国に投票のため

送付。 
P メンバーの 2/3 の賛成、かつ反対票が 1/4 以下で発行

が合意される。 
発行段階 国際規格 

（IS） 
規格が発行される。 

(出典：ISO/IEC 専門業務用指針 日本規格協会 より作成) 
 
国際規格の開発には専門委員会TCと分科委員会 SCの幹事が中心となって進められるが、

通常具体的な作業は WG において進められる。国際規格開発はプロジェクトと呼ばれ、プ

ロジェクトリーダーが中心となって進められる。プロジェクトリーダーは WG のコンビー

ナを兼務することができる。さらに、委員会原案（CD）以降の段階でもコメントへの対応

案は WG で対応するため、WG に参加することが国際規格開発を有利に進める重要なポイ

ントと言える。 
なお、制定された国際規格は、定期的な見直しが行われる。 初は 3 年目、2 回目以降は

5 年目ごとに見直されることになっている。この見直しで、変更の伴わない維持、修正や改

正、廃止の必要性が判断される。 
提案段階の新業務項目(NP)として中央事務局に登録された日から国際規格開発完了(発

行)までの期間が定められており、標準目標は 36 カ月となっていて期限までに完了させるス

ケジュールが定められる。 
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第３章 各国・地域の国際標準化戦略 
 
３．１ TC67/SC6 への標準化参加国 
 
本章では各国・地域の国際標準化戦略について、TC67/SC6（石油、石油化学及び天然ガ

ス工業用材料及び装置専門委員会 処理装置及びシステム分科会）に参加する主要国につい

て調べたことをまとめる。 
TC67/SC6 に参加している国は 2009 年 9 月 29 日から 30 日に開催された TC67/SC6 国際

会議資料によると以下のとおりである。(カッコ内は各国の標準化組織) 
 
P メンバー19 カ国： 
フランス（AFNOR）、英国（BSI）、ドイツ（DIN）、韓国（KATS）、日本（JISC）、イタ

リア（UNI）、米国（ANSI）、スペイン(AENOR)、ロシア（GOSTR）、オランダ（NEN）、

オーストリア（ASI）、ブラジル（ABNT）、南アフリカ（SABS）、カナダ（SCC）、ノルウ

ェー（SN）、アルゼンチン（IRAM）、インドネシア（BSN）、カザフスタン（KAZMEMST）、
カタール（QS）、 
O メンバー5 カ国： 
ルーマニア（ASRO）、ポーランド（PKN）、ハンガリー（MSZT）、セルビア（ISS）、サウ

ジアラビア（SASO） 
 
各国の標準化組織の概要を、TC 参加数の多い国の順で表３－１に示す。 
TC67/SC6の構成は上の通りPメンバー19カ国、Oメンバー5カ国の計24カ国であるが、

表２－４で示した TC 参加数の多い国上位 15 カ国のうち 13 カ国が本 TC67/SC6 に参加し

ている。石油、石油化学及び天然ガス産業が各国にとって重要な産業であることがわかる。 
 
 

表３－１ TC67/SC6 参加国標準化組織の概要 
 (2010 年 2 月 3 日時点) 

国名 標準化組織名 概要 
フランス Association francaise de 

nomalisation (AFNOR) 
www.afnor.org 

TC 参加数 713。1926 年設立。会員約

2500 社。ISO/TC67/SC6 幹事国。 
規格開発プロセスを主導し適用を促

進。 
英国 
 

British Standards Institution 
(BSI) 
www.bsigroup.com 

TC 参加数 714。1901 年設立。規格開

発による貿易促進、生産と配送の簡素

化による廃棄物の削減、許可マークと
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国名 標準化組織名 概要 
規格遵守による消費者保護を含む規

格活動。 
ドイツ 
 

The German Institute for 
Standardization(DIN) 
www.din.de 

TC 参加数 712。欧州、ISO における

ドイツの利益を代表する。国内規格に

従事する常勤職員が欧州、国際レベル

でも責任を有する。 
ルーマニア Asociatia de Standardizare 

din Romania (ASRO) 
www.asro.ro 

TC 参加数 700。1948 年設立。規格配

布と認証活動、教育訓練を含む国際規

格活動を実施。 
韓国 
 

The Korean Agency for 
Technology and Standards 
(KATS) 

TC 参加数 696。前身は 1883 年設立。

政府機関として韓国企業が国際的に

認識されるよう支援。 
日本 
 

The Japanese Engineering 
Standards Committee(JISC) 
www.jisc.go.jp 

TC 参加数 668。1949 年設立。専門委

員会は生産者、販売者、使用者、消費

者、学会の全ての関係者から構成。鉱

工業分野を対象とし、薬品、農業化学、

化学肥料を除く。 
イタリア 
 

Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (UNI) 
www.uni.com 

TC 参加数 655。1921 年設立。商工業、

サービス業の標準化を担当するが、電

気分野は除く。 
ポーランド Polish Committee for 

Standardization (PKN) 
www.pkn.pl 

TC 参加数 622。1924 年設立。規格に

関心を有する全ての関係者代表から

なる委員会の支援を受け、全ての分野

の規格活動を実施。 
米国 
 

American National Standards 
Institute (ANSI) 
www.ansi.org 

TC 参加数 612。1918 年設立。米国内

の規格開発を実施。ISO 会員組織とし

て米国の利害関係者(12 万 5,000 社、

350 万人の専門家)の必要性と観点か

ら活動。 
スペイン 
 

Asociacion Espanola de 
Normalizacion y Certificacion 
(AENOR) 
www.aenor.es 

TC 参加数 605。1986 年設立。スペイ

ン規格の開発、発行を行う唯一の組

織。規格を通じ企業の品質改善、製品

改善、環境保護に貢献する。 
 

ロシア Federal Agency on Technical TC 参加数 603。1925 年設立。連邦組



 

15 
 

国名 標準化組織名 概要 
 Regulating and Metrology 

(GOST R) 
www.gost.ru 

織として国内規格の制定、実施機能を

有し、国際組織のロシア代表としての

機能も有する。 
オランダ 
 

Nethelands 
Normalisatie-instituut(NEN）

www.nen.nl 

TC 参加数 573。1916 年設立。貿易産

業分野の国際標準への積極的関与、標

準規格利用促進、規格情報と規格開発

の中心的運営の 3 つの使命。 
オーストリア 
 

Austrian Standards Institute 
(ASI) 
www.as-institute.at 

TC 参加数 506。1920 年設立。5,600
人の専門家を有する。下部組織として

Austrian Standards plus GmbH が

ある。 
ハンガリー Magyar Szabvanyugyi 

Testulet (MSZT) 
www.mszt.hu 

TC 参加数 487。前身は 1921 年設立。

国内規格と関連活動を実施。規格開発

と配付、認証活動、教育訓練を実施。

ブラジル 
 

The Associacao Brasileira de 
Normas Technicas (ABNT) 
www.abnt.org.br 

TC 参加数 435。1940 年設立。1992
年ブラジルの標準化プロセス管理の

唯一の機関として承認された。商品認

証に積極的。 
セルビア 
 

Institute for Standardization 
of Serbia (ISS) 
www.iss.rs 

TC 参加数 430。1946 年設立。標準化

の促進により、製品とサービスの改善

に貢献することを目標とする。 
南アフリカ 
 

South African Bureau of 
Standards (SABS) 
www.sabs.co.za 

TC 参加数 395。規格開発に関する全

ての業務を実施。 

カナダ 
 

The Standard Council of 
Canada (SCC)  
www.scc.ca 

TC 参加数 376。1970 年設立。議会予

算による一部資金充当あり。国の経

済、開発の進展のため標準化を促進。

ノルウェー 
 

Standards Norway(SN) 
www.standard.no 

TC 参加数 334。民間組織、職員約 70
名。市場のニーズに基づく規格開発が

主業務。 
アルゼンチン 
 

The Insitutuo Argentino de 
Normalizacion y Certificacion 
(IRAM) 
www.iram.org.ar 

TC 参加数 319。1935 年設立。同国の

システムは National Council、the 
Arzentine Accreditation Body (OAA)
及び IRAM で構成される。 

インドネシア The National Standardization TC 参加数 219。1997 年設立。政府組
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国名 標準化組織名 概要 
 Agency of Indonesia (BSN) 

www.bsn.go.id 
織だが局や省ではない。旧組織 DSN
の機能を引きついだ。 

サウジアラビア Saudi Standards, Metrology 
and Quality Organization 
(SASO) 
www.saso.org.sa 

TC 参加数 137。1992 年設立。商工大

臣が関係省庁と関係民間分野の代表

から構成される理事会の長を務め、組

織の効率的な実施を確保。 
カザフスタン 
 

The Committee for Technical 
regulation and metrology 
(KAZMEMST) 

TC 参加数 70。1932 年旧ソ連の枠組

みの中で開始、独立に伴い 1993 年新

法施行。省庁とともに工業、環境分野

の基準を開発。 
カタール 
 

Qatara General Organization 
for Standards and Metrology 
(QS) 
www.qs.org.qa 

TC 参加数 22。2002 年設立。国家規

格組織。開発と発行、国内規格との統

一、調査研究など規格全般の活動を実

施。 
注：TC 参加数は SC を含む。 
(出典：ISO ウェブページおよび各国標準化組織ウェブページ) 
 

TC67/SC6 の上部委員会である TC67 で制定された規格とその他標準化組織における対

応規格の一覧表を添付資料 6 に示す。表３－２は添付資料６から、規格の対応件数を表に

したものである。 
 

表３－２ TC67 制定規格とその他国・地域規格の対応状況 
 
TC67 制

定の ISO
件数 

ISO と対応する規格件数 
CEN GSO Russia Ukraine API Brazil China 

139 126 39 24 26 91 11 26 
(出典：List of ISO TC67 Standards with the adoption in various countries and regions、 
31st of December 2008) 
 

TC67 は米国 API 規格との関連が強く、TC67 の事務局を API が務めている。ロシア、

API の対応件数では計画段階や検討段階の件数を含んでいるが、CEN 規格は ISO 規格の

90%以上に対応しており、以下 API が 65%、GSO（中東の規格）が 28%、ウクライナと中

国がともに 18%、ロシアが 17%、ブラジルが 8%となっている。欧州規格（CEN）と ISO
規格の対応はかなり取れている状況であり、国際的に も利用されている API 規格が 65%
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とやや低めの割合となっている。 
 
国際標準は欧州と米国が２大勢力であり、国際標準化戦略もこれら２つの地域と国の戦略

がその他の国にも影響を与えると考えられる。TC67/SC6 参加国でも多数が欧州標準化組織

の傘下にある。そこで、ここでは欧州標準化組織の欧州標準化機関（CEN）及び米国標準

化組織である米国国家標準協会（ANSI）の標準化戦略の概要を以下に述べる。なお、参考

としてTC67/SC6において、幹事国を務めるフランスの標準化戦略を添付資料３に付けた。 
 
３．２ 欧州標準化機関の標準化戦略 
 
欧州標準化機関（The European Committee for Standardization:CEN）は欧州 大の任

意標準化機関として、法律的にはベルギー法に則って設立されており、2010 年 3 月 5 日現

在、欧州 28 カ国と欧州自由貿易連合（EFTA）から 3 カ国の合計 31 カ国のメンバーがい

る。欧州電気標準化委員会（CENELEC）及び欧州電気通信規格協会（ETSI）とともに３

つの組織で欧州の標準化を取り扱っている。CENの原則のひとつにNational Commitment
があり、CEN により正式に採択された標準はメンバー全てに対する拘束力があり、メンバ

ーは、EU 標準の準備段階及び承認後において、欧州の活動に障害を与えるであろう独自の

活動を行わないことに同意し、既存の EU 標準に沿わない国内規格の改訂や発効を行わな

いこと、EU 標準と矛盾する国内規格の排除を含めて EU 標準を実施する必要がある。 
欧州は欧州統合と単一市場にむけて活動しているが、標準化は欧州単一市場のバックボー

ンと位置付けられており、貿易障壁の除去に必要不可欠なツールと位置付けられている。 
CEN の使命は、世界的な貿易において EU 経済、欧州市民の反映及び環境を育成するこ

と、とされている。そのため、2010 年に向けての標準化戦略として８項目が定められた。 
 
①� 首尾一貫した欧州標準化システムの開発促進 
②� 顧客サービスの提供を強化するため、また CEN 標準化システムの透明度を高める

ため、効果的な市場戦略とともに CEN においてビジネスライクなアプローチを確

実にすること 
③� 顧客に対して、要求に合致した、適切な時期に市場に即した製品とサービスを提供

すること、さらに開放性、透明性及びコンセンサスの価値を維持すること 
④� 欧州標準の開発という一義的な目的に CEN が集中できるよう、CEN 標準化シス

テム及び CEN マネジメントセンターのために安定的な資金を確実にすること 
⑤� 欧州政策を支持し欧州の法律制定を簡素化するためのツールとして欧州標準化の

役割を促進し強化するため EC 及び EFTA との実効的な関係を開発すること 
⑥� 適合性評価に関して、また、欧州の適合性マークの促進のため、欧州標準の認定さ

れた提供者であること 
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⑦� 意思決定プロセスを容易にする観点から組織の統治体制を見直し、CEN の効率的

な政策立案を確実にすること 
⑧� 欧州標準の効果的な開発のため、国際的なパートナー機関との密接な協力を確実に

するため、パートナーシップに関してオープンであること 
 

CEN における標準化プロセスのフロー図を以下に示す。 
 

 
提案 

 

 関心を有する者は誰でも CEN に新

しい提案を出すことができる。 
 

↓   
 

受付 
 

 プロポーザルが受け付けられると、

メンバー各国国内の作業は停止され

る。 
 

↓   
 

原案作成 
 

 選任されたワーキンググループ（専

門家）による原案の開発。 
 

↓   
 

CEN 審理 
 

 メンバー各国における公開審理によ

り 4.2 億人が標準原案に対するコメ

ントを出す機会がある。 
 

↓   
 

重要意見の採用 
 

 審理によるコメントを考慮し、標準

のファイナルドラフトが作成され

る。  

↓   
 

標準の公開 
 

 メンバー各国の標準化機関で発行さ

れ、矛盾する国内標準は排除される。
 

↓   
 

ユーザー 
 

  

 

 
 CEN の標準化戦略を見ると、単独の国の戦略でないため、総論的な目標が設定されてい
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る。CEN における標準開発手順も基本的に ISO と同様であり、開発期間は 3 年間（36 か

月）と ISO と同じである。 
しかしながら、前述の National Commitment のように CEN で制定された規格はメンバ

ー各国にとって自国の基準に優先し、CEN 基準の原案ができだ段階で、国内標準は停止さ

れ、かつ CEN 標準と相いれない基準が国内にある場合、CEN 標準が発行された後、その

国内基準は排除されるという、標準の CEN 統合化が行われることになっている。 
 
CEN と ISO との関係ではウィーン協定がある。ウィーン協定は 1991 年、CEN が既存

の ISO 規格を採用するとともに、新たに規格を制定する場合には ISO と CEN とが規格策

定作業を分担し、作業の重複を避けることを主目的として ISO と CEN との間で締結され

た。ウィーン協定は CEN と ISO との間の協定であり、ISO 側で標準開発作業が行われ、

それを CEN が採用する場合には問題はないが、CEN 側で開発作業が行われる場合、非欧

州国は CEN での原案が DIS として ISO 側に提案されるまで関与できない等という問題が

ある。 
これに対し、2000 年日本はウィーン協定の改訂を提案しある程度の改善はなされ、途中

まで非欧州国が関与できない状況は改善されている。新規作業項目をウィーン協定の CEN
リードの対象項目とする決定は ISO の TC/SC の決議により行われる。欧州勢が多勢の委員

会での議論は、日本もしくは非欧州国が気づかないうちに決議される場合があり、規格開発

初期の情報収集が重要である。 
 
 
３．３ 米国の標準化戦略 
 
 米国の標準化組織は、米国国家標準協会（American National Standards Institute：
ANSI）である。 

2000 年に作成された米国国家標準化戦略（National Standards Strategy for the United 
States: NSS）が 2005 年に改訂され米国標準化戦略（United States Standards 
Strategy:USSS）として公表されている。 初の NSS では、国内、国際への自発的標準化

活動についてセクターごとのアプローチを行うことを約束し、米国の伝統的な強みである、

コンセンサス、開放性、透明性に基づき、速さと妥当性を加えて、国民で関心を有する有権

者の必要性に答えた枠組みを構築した。USSS となって、グローバル化と国境に係わらず利

害関係者にあった標準の必要性を認識した。標準化戦略は、政府、産業、規格開発組織、共

同体、消費者グループ、学会の利益関係者を代表する多数かつ多様な有権者グループの協調

で作成されている。グローバル経済により標準開発における利害が大きくなり、技術の広範

な適用を伴う優位性への競争は新しいレベルに達したこと、世界で受け入れられる標準の開

発への勢いはこれまでになく高まったとの認識のもと標準化戦略が定められた。 
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標準は社会の要求と市場の要求に合致すべきであり、貿易の障害となってはならないこと

が社会で認識されており、WTO においても貿易障壁に標準を用いないよう奨励している。

米国の標準は次の９つの基本原則に基づいている。即ち、透明性、開放性、中立性、有効性

と妥当性、コンセンサス、実績主義、首尾一貫性、適正手続き、技術支援である。加えて、

手続きは柔軟性を持ち、時期を得たものであり、バランスの取れたものであるべき、として

いる。 
 
米国の標準化戦略は以下の通りとなっている。 

① 官民パートナーシップを通じた自発的総意による標準の開発と使用において政府が強

く参画すること。 
② 自発的コンセンサスによる標準において、環境、健康及び安全への取り組みを継続する

こと。 
③ 消費者の観点とニーズに対して標準を反応の良いものに改善すること。 
④ 標準開発において国際的に認められた原則の一貫性のある世界的な適用を積極的に促

進すること。 
⑤ 規制の必要性に合うツールとして、政府の共通アプローチとして自発的総意による標準

の使用を奨励すること。 
⑥ 米国の製品やサービスに対して技術的な貿易障壁になることから標準や標準申請を阻

止すること。 
⑦ 自主的、コンセンサスベース、市場主導の分野別標準がいかにビジネス、消費者、社会

を総じて利することができるかの理解を促進するため、国際的に働きかけたプログラム

を強化すること。 
⑧ 自発的コンセンサスによる標準の効果的で時期に合った開発と配付のためプロセスと

ツールの改善を続けること。 
⑨ 米国の標準システムにおける首尾一貫性と協力を促進すること。 
⑩ 米国の民間、公的機関及び大学において高い優先度で標準化教育を策定すること。 
⑪ 米国の標準化システムのために安定した資金モデルを維持すること。 
⑫ 多く出現する国内優先事項支援において標準の必要性を訴えること。 

 
これらで目立つものは米国の国民、製品やサービスのために標準を利用するというスタン

スである。国内体制の整備を国際競争に生かすための戦略となっている。 
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第４章 石油・石油化学分野における標準化規格の概要 
 
４．１ 国際標準化とプラント・エンジニアリング業界との関わり 
 

ISO には 160 カ国以上の国・地域が参加し、専門委員会（TC）は 200 を超える。その中

でプラント・エンジニアリングに関わる規格は、TC1 ねじ、TC4 転がり軸受、TC5 金属管

及び管継手など基礎部品から TC28 石油製品及び潤滑油など製品に関する規格、TC11 ボイ

ラー及び圧力容器、TC58 ガス容器、TC86 冷凍技術、TC115 ポンプ、TC118 圧縮機、空

気圧工具及び空気圧機械、TC192 ガスタービン、TC214 昇降式作業台、TC220 冷凍容器、

TC98 構造物の設計の基本など、多数ある。 
プラント・エンジニアリングは、「プラントまたは工場を建設するにあたって企業化計画、

調査から始まり、設計、調達、建設、試運転にいたるまでの全ての業務を有機的に結合し、

予算、工程、品質などを合理的、能率的、組織的かつ経済的に計画し、管理し、調整するこ

とを目的とする運営技術」(エンジニアリングマネジメント(2009 年 9 月改訂 2 版)(財)エン

ジニアリング振興協会)であり、国際規格の中での関連の特定が困難なほど広範に渡って関

与している。 
今般、(社)日本プラント協会は TC67（石油、石油化学及び天然ガス工業用材料及び装置）

の SC6（処理装置及びシステム）の国内審議団体として参加することとなった。そこで

TC67/SC6 の活動を通じて ISO の動きを調査した。 
 
４．２ TC67/SC6 の組織と活動 
 
国際標準化とプラント・エンジニアリング業界との関わりは広範にわたるが、その中で

TC67/SC6（石油、石油化学及び天然ガス工業用材料及び装置における処理装置及びシステ

ム）を取り上げ、石油・石油化学分野における国際標準化の動きを調べた。 
 
第 2 章で述べたように規格開発は専門委員会（TC）と分科委員会（SC）及びワーキング

グループ（WG）で具体的な作業が行われている。まず初めに TC67/SC6 の上部委員会であ

る TC67 の組織を図４－１に示す。 
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図４－１ TC67 の組織図 
(出典：ISO/TC67 資料) 
 
SC6 の上部委員会である TC67 は石油ビジネスの上流から下流までの全てに使用される

主要資本設備の規格開発を対象としており、石油、石油化学及び天然ガス産業での石油開発、

生産、輸送及びプロセスに使用される設備の機械設備を扱っている。TC67 事務局はアメリ

カ規格協会を代理してアメリカ石油協会（API）により運営されており、TC67 全般にわた

り API との関連が強い。TC67 全体ではこれまで 100 件を超える規格が開発されている。 
TC67 の下にはパイプライン輸送システム(SC2)、掘削及び仕上げ流体と杭井セメント

(SC3)、杭井掘削と生産システム(SC4)、油井管(SC5) 、処理装置及びシステム(SC6)、海洋

構造物(SC7)の６つの分科委員会（SC）及び５つのワーキンググループ（WG）が置かれて

おり、SC5 において(社)日本鉄鋼連盟が幹事国を務めている。 
また、TC67 の直接の WG として６つの WG が置かれており、直近では WG10 LNG 取

付及び設備が設置され日本からは(社)日本ガス協会が参加している。 
 
TC67/SC6 の組織を図４－２に示す。SC6 の幹事国はフランスが務めている。TC67/SC6

の下にはワーキンググループ(WG)が８つ、他 TC との合同ワーキンググループが５つ設置

されている。 
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図４－２ TC67/SC6 組織図 
(出典：2008 年 TC67/SC6 国際会議資料) 
 
 
TC67/SC6 直接管理の WG の名称とコンビナ（WG 運営責任者）国は表４－１の通りで

ある。 
 

表４－１ TC67/SC6 のワーキンググループ 
（2010 年 3 月 5 日時点） 

WG 番号 名称 コンビナ国 
WG1 Offshore platform systems 

洋上プラットフォームシステム 
ノルウェー 

WG2 Lubrication, shaft sealing and control oil systems 
給油、シャフト・シール及び制御油系統 

米国 

WG3 Steam turbines 
蒸気タービン 

米国 

WG5 Piping systems 
配管 

英国 

WG6 
※1 

Centrifugal compressors 
遠心圧縮機 

オランダ 
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WG 番号 名称 コンビナ国 
WG8 Process heat transfer equipment 

プロセス熱交換器 
オランダ 

WG9 Couplings 
特殊用途継手 

英国 

WG10 
※2 

Offshore cranes 
洋上クレーン 

－ 

WG11 Heating, Venting and Air Conditioning “HVAC” 
暖房、通気及び空気調和 

ノルウェー 

WG12 Pressure-relieving and depressuring systems 
圧力-開放及び減圧システム 

米国 

※１：2001 年に廃止となり現在は置かれていない。 
※２：廃止となり現在は置かれていない。 
(出典：ISO ウェブページ) 
 
ワーキンググループ（WG）は新規プロジェクトが承認されたのち P メンバーによる決議

によって設置される。上の表には WG4、WG7 がない。調べた限りではこれら２つの WG
についての名称等の情報は得られなかったが、規格開発のために一旦設置され、目的を達し

た後廃止になったものと思われる。 
 
TC67/SC6 には 2009 年 12 月現在、P-メンバー19 カ国（アルゼンチン、オーストリア、

ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、インドネシア、イタリア、日本、カザフスタン、韓

国、オランダ、ノルウェー、カタール、ロシア、南アフリカ、スペイン、英国、米国）と

O-メンバー5 カ国（ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、サウジアラビア、セルビア）が

参加している。幹事国はフランスが務めている。1996 年の TC67 報告書には TC67/SC6 の

幹事として Total の Lescop 氏が 3 年間を任期として選任されたとの記述があり、幹事の任

期は 3 年間となっている。 
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表４－２ TC67/SC6 参加国 

数 P メンバー O メンバー 
１ フランス ルーマニア 
２ 英国 ポーランド 
３ ドイツ ハンガリー 
４ 韓国 セルビア 
５ 日本 サウジアラビア 
６ イタリア  
７ 米国  
８ スペイン  
９ ロシア  
10 オランダ  
11 オーストリア  
12 ブラジル  
13 南アフリカ  
14 カナダ  
15 ノルウェー  
16 アルゼンチン  
17 インドネシア  
18 カザフスタン  
19 カタール  
(出典：TC67/SC6 国際会議報告書より。) 

 
 

 TC67/SC6 の国際会議の開催状況を以下に示す。各回２日間の日程で開催されている。 
 
ISO/TC67/SC6 ミーティング履歴 
第１回 1991 年 7 月 3、4 日＠パリ(フランス) 
第２回 1992 年 9 月 3、4 日＠ハーグ(オランダ) 
第３回 1993 年 10 月 21、22 日＠オスロ(ノルウェー) 
第４回 1994 年 6 月 9、10 日＠ローマ(イタリア) 
第５回 1995 年 6 月 8、9 日＠ハノーバー(ドイツ) 
第６回 1996 年 6 月 6、7 日＠ブダペスト(ハンガリー) 
第 7 回 1997 年 4 月 10、11 日＠サンディエゴ(アメリカ) 
第８回 1998 年 6 月 11、12 日＠ロンドン(イギリス) 
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第９回 1999 年 6 月 3、4 日＠オスロ(ノルウェー) 
第 10 回 2000 年 6 月 15、16 日＠デルフト(オランダ) 
第 11 回 2001 年 6 月 14、15 日＠サン・ドニ(フランス) 
第 12 回 2002 年 4 月 25、26 日＠シカゴ(アメリカ) 
第 13 回 2003 年 6 月 10、11 日＠マドリード(スペイン) 
第 14 回 2004 年 5 月 27、28 日＠ロンドン(イギリス) 
第 15 回 2005 年 6 月 13、14 日＠デンパサール(インドネシア) 
第 16 回 2006 年 5 月 4、5 日＠ダラス(アメリカ) 
第 17 回 2007 年 5 月 8、9 日＠リオデジャネイロ(ブラジル) 
第 18 回 2008 年 5 月 19、20 日＠フランクフルト(ドイツ) 
第 19 回 2009 年 9 月 29、30 日＠ビクトリア(カナダ) 
第 20 回 2010 年 5 月 27、28 日＠ローマ(イタリア)(予定) 
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表４－３ 各国のミーティング参加状況 (出席ベース) 
P：P メンバー、O：O メンバー、○：ステータス不明  

回・年

国名 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 回

数 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
フランス ○ ○ ○  ○  ○ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  17 
ドイツ ○ ○ ○  ○  ○ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  Ｐ Ｐ Ｐ  16 
イタリア ○ ○ ○  ○   Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ    Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  13 
オランダ ○ ○ ○  ○  ○ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  17 
ノルウェー ○ ○ ○  ○  ○ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  Ｐ Ｐ  16 
イギリス ○ ○ ○  ○  ○ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  Ｐ Ｐ  16 
ソ連 ○                    1 
アメリカ   ○  ○  ○ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  Ｐ  14 
ハンガリー     ○  ○ Ｏ Ｏ            4 
スペイン           Ｏ  Ｐ     Ｐ   3 
ブラジル             Ｏ Ｏ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  7 
インドネシア              Ｐ Ｐ  Ｐ Ｐ   4 
カナダ                Ｐ Ｐ Ｐ Ｐ  4 
カタール                  Ｐ Ｐ  2 
中国                  Ｏ   1 
サウジアラビア                  Ｏ   1 
日本                   Ｐ  1 
参加国数 7 6 7  8  7 8 8 7 8 6 8 8 9 8 8 13 11   
（出典：ISO/TC67/SC6 国際会議資料より日本プラント協会が作成）
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 TC67/SC6 の国際会議は第 1 回 1991 年フランスで開催され、これまで年 1 回開催され

てきており、2009 年で第 19 回を数える。各国の国際会議への参加状況を表４－３に示す。

途中 2 回の会議についての情報が得られなかったが、幹事国のフランスをはじめ、ノルウ

ェー、オランダ、英国、米国など早くから国際会議に参加してきた国が現在ワーキンググル

ープでコンビナを務めている。 
 
表４－４は国際会議に出ていない国も含め、1991 年からの TC67/SC6 への参加国一覧表

である。 
ルーマニアは当初 P メンバーとして参加していたが、2003 年に O メンバーに変更しその

後 O メンバーとしての参加が続いている。サウジアラビアは 2002 年新たに P メンバーと

して参加したが、2003 年に O メンバーへと変更し、その後 O メンバーとして参加してい

る。スペインは 2003 年に O メンバーから P メンバーへと変更している。韓国は 2003 年か

ら O メンバーとして参加、2006 年に O メンバーから P メンバーへと変更している。 
国際会議の記録で確認できる範囲で表４－３に現れない国が過去の参加国として４カ国、

チェコ、デンマーク、ユーゴスラビア、中国がある。チェコは O メンバーとして 2000 年

から参加していたが 2004 年にキャンセルとなっている。デンマークは 2000 年から O メン

バーとして参加していたが 2007 年までの参加で、2008 年には O メンバーから脱退した。

ユーゴスラビアは 2000 年のみ O メンバーとして参加した模様である。中国は 2008 年に O
メンバーとして参加しているが 2009 年にはメンバーから外れている。中国は表２－４でも

TC 参加数が第４位であることからも見られるように標準化には積極的に関与している国

である。その中国が 2008 年のみ参加し、すぐメンバーから外れたことは何か理由があった

ものと想定されるが、理由は不明である。 
国際会議の開催国では、幹事国やコンビナ国が開催しているものとしてフランス２回、オ

ランダ２回、ノルウェー２回、米国３回、英国２回の 5 カ国 11 回、それ以外の国の開催と

してはイタリア１回、ドイツ２回、ハンガリー１回、スペイン１回、インドネシア１回、ブ

ラジル１回、カナダ１回の 7 カ国８回となっており、幹事国やコンビナ国を中心に各国が

分担して開催している。 
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表４－４ TC67/SC6 への参加国一覧表とステータス （国際会議出席に限らない参加国） 
 

開催回・開催地 
開催年 

国名 

第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回 第 10 回 第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回

ﾌﾗﾝｽ ｵﾗﾝﾀﾞ ﾉﾙｳｪｰ ｲﾀﾘｱ ﾄﾞｲﾂ ﾊﾝｶﾞﾘｰ 米国 英国 ﾉﾙｳｪｰ ｵﾗﾝﾀﾞ ﾌﾗﾝｽ 米国 ｽﾍﾟｲﾝ 英国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 米国 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾄﾞｲﾂ ｶﾅﾀﾞ 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

フランス          P   P  P P P P P 
ドイツ          P   P  P  P P P 
イタリア          P   P  P P P P P 
オランダ          P   P  P P P P P 
ノルウェー          P   P  P P P P P 
英国          P   P  P P P P P 
米国          P   P  P P P P P 
ハンガリー          O   O  O  O O O 
ブラジル          O   O  P P P P P 
インドネシア          P   P  P  P P P 
ルーマニア          P   P→O  O  O O O 
ロシア          P   P  P  P P P 
チェコ          O   O ｷｬﾝｾﾙ      
デンマーク          O   O  O  O ？  
アルゼンチン          P   P  P  P P P 
ポーランド          O   O  O  O O O 
ユーゴスラビア          O          
サウジアラビア            P(新) P→O  O  O O O 
スペイン             O→P  P  P P P 
韓国             O  O O→P P P P 
セルビアモンテネグロ             O  O  O O O 
南アフリカ              P(新) P P P P P 
カナダ               P  P P P 
オーストリア                  P(新) P 
カタール                  P(新) P 
日本                   P(新) 
カザフスタン                   P(新) 
(出典：TC67/SC6 国際会議報告書より日本プラント協会が作成。空欄は入手情報なし。) 
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第２章で述べたが ISO に参加する各国代表には企業や専門家が参加できることになって

いる。これまで国際会議に参加した各国のメンバーを表４－５に示す。 
  AFNOR、DIN、BSI など各国の標準化組織が参加していることは当然であるが、欧州

標準化委員会（CEN）の石油・ガスに関係する専門委員会 TC12 のフランス担当者や VDMA
など業界団体からも出席が見られる。民間企業では、シェル、BP、トタールなど石油メジ

ャーと言われる会社は複数国からの出席が見られ、同一企業でも複数国から代表として参加

できることにより影響力を高めることが可能となっている。その他、ノルウェーの Statoil、
イタリアの AGIP、途上国からはブラジルの PETROBRAS、インドネシア PERTAMINA
など各国を代表する石油会社から参加している。 
各国の企業からの専門家が参加できること、実際に企業から専門家が参加していることは、

標準化は企業にとってメリットがあると考えられる。企業にとって消極的な活動としては情

報の入手、積極的な活動としては自社に関連する技術や設備に関する標準への影響行使が考

えられる。 
 

表４－５ ISO/TC67/SC6 国際会議に参加した組織・企業 
 
数 国名 各国からの参加組織・企業 
P メンバー 
１ フランス AFNOR、CEN（TC12）、TOTAL、BNPe、GEP 、GEP ASTEO、

ELF 
２ ドイツ DIN、DIN/NAM、VDMA、NOG/DIN、BHS-VOITH、NOG/BEB、

SULZER WEISE 
３ イタリア AGIP、ENI E&P  
４ オランダ NAM、NAM/NNI、SIPM/NNI、SIPM、GASNIE、Shell Global 

Solutions 
５ ノルウェー Standards Norway (SN)、NPD、NVS、NORSK HYDRO、

Statoil、Statoil Hydro、Strandvelen 
６ 英国 BSI、EEMUA、BP、BP International、BP Engineering、OGP、

Rolls Royce、SELL UK Exploration Production 
７ 米国 API、Chevron、BP America、ExxonMobil、Shell Chemical、

Aramco Services Company、Crane Valves 
８ ブラジル ABNT、PETROBRAS、ONIP 
９ インドネシア BSN、PERTAMINA、BPMIGAS 
10 ロシア 情報なし 
11 アルゼンチン 情報なし 
12 スペイン 不明 
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数 国名 各国からの参加組織・企業 
13 南アフリカ 情報なし 
14 カナダ Shell Global Solutions、Shell Canada 
15 オーストリア 情報なし 
16 カタール Qatar Petroleum 
17 日本 日本プラント協会、千代田化工建設 
18 カザフスタン 情報なし 
19 韓国 情報なし 
O メンバー 
20 ハンガリー 不明 
21 ルーマニア 情報なし 
22 ポーランド 情報なし 
23 サウジアラビア 不明 
24 セルビア  
過去の参加国 
25 ソ連 Ministry of Petroleum 
26 中国 Shell China Exploration & Production 

情報なし：国際会議への参加不参加の情報が得られなかった。 
不明：国際会議への参加は確認できたが組織名は不明。 
(出典：ISO/TC67/SC6 国際会議資料より日本プラント協会が作成)
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４．３ TC67/SC6 の規格 
 
 前項で TC67/SC6 の組織について見てきたが、本項では TC67/SC6 で発行された規格、

今後発行される見込みの規格について記述する。 
 
４．３．１ 発行済みの規格 
 

TC67/SC6 では、1991 年に活動を開始して以来、2010 年 2 月現在までに 28 件の規格が

発行されている。また、他の TC/SC と合同ワーキンググループ（JWG）で 14 件の規格が

発行されている。JWG を構成する相手方の TC/SC は、TC118SC1「圧縮機、空気圧工具、

空気圧機械、空気圧装置専門委員会ターボコンプレッサ分科委員会」(6 件)、TC60/SC0「歯

車専門委員会」(1 件)、TC115/SC3「ポンプ専門委員会据付けと用途分科委員会」(3 件)、
TC153/SC1「バルブ専門委員会設計、製造、表示及び試験方法分科委員会」(3 件)、TC192/SC0
「ガスタービン専門委員会」(1 件)となっている。なお、SC0 となっているものは当該専門

委員会が直接扱っているものと考えられる。いずれも石油・石油化学・天然ガス分野にお

ける設備機器に関連する委員会となっているが、JWG により制定された規格を構成する相

手先としてはほぼこれらの委員会に限られている模様である。 
 

TC67/SC6 の上部である TC67 は ANSI の代理として API が事務局を務めている。また、

分野としても API 規格と関連するため、TC67/SC6 で発行された規格も API 規格に基づく

ものが多数ある。これらの規格とアメリカ石油規格（API）との関連を表４－６に示す。 
 

表４－６ TC67/SC6 で制定された規格と API との関連(2003 年-2009 年) 
  (累計) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SC6 制定規格数 23 23 23 25 26 27 28 
うち API に基づかない規格 10 10 11 11 11 11 11 
うち API に基づく規格 13 13 13 14 15 16 17 
うち API と同一の規格(注 1) 11 11 11 12 13 14 15 
JWG 制定規格数 10 14 14 14 14 14 14 
うち API に基づかない規格 1 1 1 1 1 1 1 
うち API に基づく規格 13 13 13 13 13 13 13 
合計 33 37 37 39 40 41 42 
(注 1) Identical である規格 
(注 2）第２版が発行されている場合は第１版の発行を１件と計算してある。 
(出典：ISO/TC67/SC6 資料より) 
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次に個々の規格について見てみる。 
表４－７は TC67/SC6 で開発された規格の一覧表である。米国 API、欧州 CEN 及び日本

国内規格において対応する規格があるものは右欄に記した。ISO 規格 29 件(うち 2010 年発

行が 1 件あり)の中で、対応 API 規格があるものは 16 件、対応 CEN 規格があるものは 27
件となっている。対応 CEN 規格 27 件のうち 20 件の規格開発が TC67/SC6 で行われたも

のである。すなわちウィーン協定により ISO リードで開発され、CEN でも規格として発行

されたものとなっている。 
一方、ISO 規格 29 件のうち対応日本規格について調べたところ、内容を精査する必要が

あるが以下のように整理される。 
A）正式に対応国内規格がある ISO 規格  ０件 
B）対応国内規格がないが、関連する規格がある ９件 
C）対応規格がない（ないと思われる）  15 件 
D）不明     ５件 
API や CEN と比較すると対応していない、もしくは不明な規格数が多い。日本の石油施

設・設備にはまず適用される法律に従うことが求められ、石油四法（消防法、高圧ガス保

安法、労働安全衛生法、石油コンビナート等災害防止法）や掘削の場合、鉱山保安法に従

うことが求められる。次に規格に則った形で設計、建設されるが、国内の場合、ISO 規格

よりも API 規格が適用されることが多い。一方、海外におけるプラントにおいても ISO 規

格より API 規格によることが多い状況となっている。このように、石油・石化・ガス関連

分野における標準に関しては、API 規格の使用頻度が高く、ISO 規格はまだ、それほど高

くない状況となっている。 
 
表４－８は他 TC との合同ワーキンググループ（JWG）の開発により発行された規格の

一覧表である。ISO 規格 14 件の中で、対応 API 規格があるものは 13 件、対応 CEN 規格

があるものは 13 件となっている。TC67/SC6 単独開発規格と同様に、対応 CEN 規格は 10
件が ISO リードで開発されている。日本における状況をみると、対応国内規格は JPI 規格

として 3 件あるが、その他は対応していない。
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表４－７ ISO/TC67/SC6 制定規格一覧 
(2010 年 3 月 5 日時点) 

WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

1 10418 Offshore production installations - Basic 
surface process safety systems 
海洋生産プラットフォーム－基本地上プロセ

ス安全システム 

2003 RP 
14C/10418 

EN ISO 
10418:2003 

(※ISO/TC67/SC6) 

不明 

3 10437 Steam turbines - Special-purpose 
applications 
蒸気タービン－特殊用途 

2003 Std 
612/10437 

EN ISO 10437:2003
(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし(国内で

も石油ガスでは API を適

用) 
2 10438-1 

10438-2 
10438-3 
10438-4 

Lubrication, shaft-sealing and control-oil 
systems and auxiliaries Part 1: General 
requirements 
Part 2: Special-purpose oil systems 
Part 3: General-purpose oil systems 
Part 4: Self-acting gas seal support systems
給油，シャフトシール及び制御油系統並びに補

助装置 
第 1 部：一般要求事項 
第 2 部：特殊用途の滑油系統 
第 3 部：一般用途の滑油系統 
第 4 部：自動ガスシールサポート系統 

2007 Std 
614-1/10438-

1 
614-2/10438-

2 
614-3/10438-

3 
614-4/10438-

4 

EN ISO 
10438-1:2007 
10438-2:2007 
10438-3:2007 
10438-4:2007 

(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし(国内で

も石油ガスでは API を適

用) 
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WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

9 10441 Flexible couplings for mechanical power 
transmission - Special-purpose applications 
機械的動力伝達用たわみ継手－特殊用途 

2007 Std 671 EN ISO 
10441:2007 

(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし(国内で

も石油ガスでは API を適

用) 

1 13702 Control and mitigation of fires and 
explosions on offshore production 
installations - Requirements and guidelines
オフショア生産設備上の火災及び爆発の防止

及び抑制－要求事項及び指針 

1999 RP 
14G/13702 

EN ISO 
13702:1999 

(※ISO/TC67/SC6) 

不明 
保警安第 114 号の 2、保警

防第 53 号の 2 ”大型タン

カー及び大型タンカーバ

ースの安全防災対策基準"
があるが API 要求に該当

するか不明。 
5 13703 Design and installation of piping systems on 

offshore production platforms 
オフショア生産設備上の配管系統の設計及び

設置 

2000 RP 14E13703 EN ISO 
13703:2000 

(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし 

8 13704 Calculation of heater-tube thickness in 
petroleum refineries 
精油所のヒータ管の肉厚計算 

2007 Std 530/ISO 
13704 

EN ISO 
13704:2007 

対応国内規格なし 
(直接対応していないが、

加熱炉管の肉厚計算では

高圧ガス 特定則を使用) 

8 13705 Fired heaters for general refinery service 
一般精油所操業用火力ヒータ 

2006 Std 560 EN ISO 
13705:2006 

(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし 
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WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

8 13706 Air-cooled heat exchangers 
空冷熱交換器 

2005 Std661/ISO 
13706 

EN ISO 
13706:2005 

(※ISO/TC67/SC6) 

JPI-7R-51-97 
空冷式熱交換器の構造 

9 14691 Flexible couplings for mechanical power 
transmission - General-purpose applications
機械動力伝達用たわみ管継手－一般用途 

2008 - EN ISO 
14691:2000/Revision
(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし 

5 14692-1 
14692-2 
14692-3 
14692-4 

Glass-reinforced plastics (GRP) piping 
Part 1: Vocabulary, symbols, applications 
and materials 
Part 2: Qualification and manufacture 
Part 3: System design 
Part 4: Fabrication, installation and 
operation 
ガラス強化プラスチック(GRP)配管 
第 1 部：用語，記号，用途及び材料 
第 2 部：認定及び製造 
第 3 部：システム設計 
第 4 部：製作，据付け及び操業 

2002 - EN ISO 
14692-1:2003 
14692-2:2003 
14692-3:2003 
14692-4:2003 

(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし 
JIS 規格では、下記 ISO 規

格に対応して作られてい

る。 
JIS K 7042(ISO 8533) 
GRP 管・継手 
JIS K 7041(ISO 7684) 
GRP 管クリープファクタ

の求め方 
JIS K 7040(ISO 7510) 
GRP 質量法による組成の

求め方 
JIS K 7039(ISO 104712) 
GRP 管極限曲げ歪の求め

方 
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WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

JIS K 7038(ISO 10466) 
GRP 管・リングの初期変

位に対する破壊強さの試

験方法 
JIS K 7020(ISO 10928) 
GRP 管回帰分析法 
JIS K 7226(ISO 2578) 
プラスチック温度限界の

求め方 
JIS K7013-1997 繊維強化

プラスチック管 
JIS K7014-1997 背に強化

プラスチック管継手 

11 15138 Offshore production installations - Heating, 
ventilation and air-conditioning 
オフショア生産設備－暖房，通気及び空気調和

2007 - EN ISO 
15138:2007 

(※ISO/TC67/SC6) 

不明 

1 15544 Offshore production installations - 
Requirements and guidelines for emergency 
response 
オフショア生産設備－緊急時対応の要求事項

及び指針 

2000 - prEN ISO 15544, 
amdt sought 

不明 
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WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

8 15547-1 
15547-2 

Plate-type heat exchangers 
Part 1: Plate-and-frame heat exchangers 
Part 2: Brazed aluminium plate-fin heat 
exchangers 
プレート熱交換器 
第 1 部：プレート-フレーム熱交換器 
第 2 部：ろう付けアルミニウムプレートフィ

ン熱交換器 

2005 Std 662/ISO 
15547 

EN ISO 
15547-1:2005 
15547-2:2005 

(※ISO/TC67/SC6) 

対応国内規格なし 
（Vender Standard が一

般的） 

5 15649 Piping 
配管 

2001 - CEN/TR 14549 
(guide) 

内容は、ASME B31.3 をほ

ぼ引用。 
JPI-7S-77 石油工業用プ

ラントの配管設計基準 
8 16812 Shell-and-tube heat exchangers 

管形熱交換器 
2007 Std 660/ISO 

16812 
EN ISO 16812:2007 対応国内規格なし 

TEMA が実質的世界標準

であり TEMA 規格対応で

は JIS B8249 多管円筒形

熱交換器 
1 17776 Offshore production installations - 

Guidelines on tools and techniques for 
hazard identification and risk assessment 
オフショア生産設備－危険識別及びリスクア

2000 - EN ISO 
17776:2002 

(※ISO/TC67/SC6) 

不明 
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WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

セスメントのための工具及び技術の指針 
12 23251 Pressure-relieving and depressuring 

systems 
圧力－開放及び減圧システム 

2006 Std 521 EN ISO 
23251:2007/revision

API520 対応として、 
JIS B8210 蒸気用及びガ

ス用ばね安全弁 
JIS B8225 安全弁－吹き

出し係数測定方法 
JIS B8226 破裂板式安全

装置 
 
HPIS-G-106 固定屋根式

石油類貯蔵タンク、タンク

車及びタンクローリーの

蒸気回収配管系における

安全装置 
5 TS24817 Composite repairs for pipework - 

Qualification and design, installation, 
testing and inspection 
配管の複合材の修復－評価及び設計，据付，試

験及び検査 

2006 - - 対応国内規格なしと思わ

れる。 
（GRP 配管の Repair） 

8 25457 Flare details for general refinery and 
petrochemical service 

2008 - EN ISO 25457:2008 対応国内規格なしと思わ

れる。 
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WG 
No. 

ISO 規格

 No. 
名称 発行年 対応 API 

規格 No. 
対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

一般精油所及び石油化学設備用のフレア詳細 （Flare Stack、System 関

係規格） 
11 TS27469 Method of test for fire dampers 

防火ダンパの試験方法 
2010 - - 対応国内規格なしと思わ

れる。 
12 28300 Venting of atmospheric and low-pressure 

storage tanks 
大気圧及び低圧貯蔵タンクの通気 

2008 Std 2000 EN ISO 28300:2008 HPIS-G-103 固定屋根式

石油タンクの通気装置に関

する基準 

HIPS-G-104 浮き屋根式石

油類貯蔵タンクの通気装置 

HIPS-G-107 固定屋根付

き浮き屋根式石油類貯蔵タ

ンクの通気装置 

JISB8501 鋼製石油貯槽の

構造(付属書 2) 

HIPS-G-109 石油類貯蔵

タンクの通気装置および配

管系に設置されるフレーム

アレスタ 
注１：※印は、CEN 規格であるが、ISO/TC67/SC6 で規格開発が行われたことを示す。 
注２：HIPS は(社)日本高圧力技術協会規格 
（出典：ISO/TC67/SC6 資料、委員会委員による調査、関係団体・企業へのヒアリングにより日本プラント協会が作成） 
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表４－８ ISO/TC67/SC6 の JWG 制定規格一覧 

(2010 年 3 月 5 日時点) 
関連

TC/SC 
No. 

WG 
No.

ISO 規格 
 No. 

名称 発行年 対応 API 
規格 No. 

対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

TC60SC0 11 13691 High-speed special-purpose 
gear units 
高速(特殊用)歯車装置 

2001 Std.613 EN ISO 
13691:2002 

(※ISO/TC60/SC2)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 

TC115SC3 1 13709 Centrifugal pumps 
遠心ポンプ 

2003 Std.610 EN ISO 
13709:2003/revison
(※ISO/TC115/SC3)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
TC115SC3 2 13710 Reciprocating positive 

displacement pumps 
容積移送式往復ポンプ 

2004 Std.674 EN ISO 
13710:2004 

(※ISO/TC115/SC3)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
TC115SC3 6 21049 Pumps - Shaft sealing systems 

for centrifugal and rotary 
pumps 
ポンプ－遠心ポンプ及びロータリ

ポンプのシャフトシールシステム

2004 Std.682 EN ISO 
21049:2004/revison
(※ISO/TC115/SC3)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 

TC118SC1 1 10439 Centrifugal compressors 
遠心圧縮機 

2002 Std.617 EN ISO 
10439:2002 

(※ISO/TC118/SC1)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
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関連

TC/SC 
No. 

WG 
No.

ISO 規格 
 No. 

名称 発行年 対応 API 
規格 No. 

対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

TC118SC1 1 10442 Packaged, integrally geared 
centrifugal air compressors 
パッケージ形，一体型歯車式遠

心空気圧縮機 

2002 Std.672 EN ISO 
10442:2002 

(※ISO/TC118/SC1)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 

TC118SC1 2 13631 Packaged reciprocating gas 
compressors 
パッケージ形往復動圧縮機 

2002 Spec 11P EN ISO 13631 
(※ISO/TC118/SC1)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
TC118SC1 2 13707 Reciprocating compressors 

往復圧縮機 
2000 Std.618 Failed vote 対応国内規格なし 

（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
TC118SC1 3 10440-1 Rotary-type 

positive-displacement 
compressors - Part 1: Process 
compressors 
回転式容積式コンプレッサ－第

1 部：プロセスコンプレッサ 

2007 Std.619 EN ISO 
10440-1:2007 

(※ISO/TC118/SC1)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 

TC118SC1 3 10440-2 Rotary-type 
positive-displacement 
compressors - Part 2: Packaged 
air compressors (oil-free) 

2001 - EN ISO 
10440-2:2001 

(※ISO/TC118/SC1)

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
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関連

TC/SC 
No. 

WG 
No.

ISO 規格 
 No. 

名称 発行年 対応 API 
規格 No. 

対応 CEN 
規格 No. 

対応日本国内 
規格 No. 

回転式容積移送式コンプレッサ

－第 2 部：パッケージエアコン

プレッサ(無潤滑) 
TC153SC1 1 10434 Bolted bonnet steel gate valves

ボルテッドボンネット形スチー

ルゲート弁 

2004 Std.600/ISO1
0434 

EN ISO 
10434:2004 
(CEN/TC69) 

JPI-7S-46-2007 
鋳鋼製フランジ形及び突

合せ溶接形弁 
TC153SC1 1 15761 Steel gate, globe and check 

valves for sizes DN 100 and 
smaller 
DN 100 以下のサイズの鋼製仕

切弁，玉形弁及び逆止め弁 

2002 Std.602 EN ISO 
15761:2003 

(※ISO/TC153/SC1)

JPI-7S-57-2007 
軽量形鋼製小型弁 

TC153SC1 11 17292 Metal ball valves 
金属ボールバルブ 

2004 Std.608 EN ISO 
17257:2004 
(CEN/TC69) 

JPI-7S-48-2007 
鋼製フランジ形ボール弁 

TC192SC0 4 3977-5 Gas turbines - Procurement - 
Part 5 
ガスタービン－調達－第 5 部 

2001 Std.616, 
RP 11PGT 

EN ISO 
2977-5:2003 

対応国内規格なし 
（国内でも石油ガスでは、

API を適用） 
注１：※印と TCSC 番号は、CEN 規格であるが、ISO リードで規格開発が行われたことを示す。 
（出典：ISO/TC67/SC6 資料、委員会委員による調査、関係団体・企業へのヒアリングより日本プラント協会が作成）
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４．３．２ 開発中の規格 
 
改版や改訂などを除き、現在新規格開発途中の規格は表４－９の通りである。 

 
TC67/SC6 において開発中の３件と直近で発行された１件について、開発の経緯を調べた。

第 2 章に述べた通り、国際規格の開発は通常６つの開発段階（NP：新業務項目提案、WD：

作業原案、CD：委員会原案、DIS：国際規格原案、FDIS：国際規格 終原案、IS：国際規

格）を経て発行される。これら開発中の ISO 規格に対する対応国内規格はない。 
 
１）27509 Compact flanged connections 

本規格は WG5 で開発されている。WG5 は英国がコンビナを務めている。本規格開発は

コンパクトフランジに関する規格である。イタリアがプロジェクトリーダーであり、英国、

ブラジルが専門家を参画させている。 
2009 年 9 月末の TC67/SC6 国際会議では WG5 からのレポートが提出されず、TC67/SC6

より DIS、FDIS 及び IS のスケジュール目標を回答するよう求められた。 
NP 2006 年 7 月に WG11 から新業務項目として提案、登録された。 
WD 不明 
CD 2009 年末に提出、2010 年 3 月投票。 
DIS CD 結果を経て、2010 年 3 月予定 
FDIS 不明 
IS 不明 
 27509 に関する WG 会合は４回開催されている。 
第 1 回：不明 
第 2 回：不明 
第 3 回：2009 年 9 月 オランダ ハーグ 
第 4 回：2009 年 11 月 イタリア ミラノ 
 
 コンパクトフランジは、北海油田を中心に採用されている。ノルウェー規格（NORSOK）

のコンパクトフランジで、決してメジャーなフランジではない。ノルウェーが NORSOK 規

格L-005をもとに同国のフランジを国際規格に登録すべくスウェーデン経由でTC5(金属管

及び管継手)に 2006 年に持ち込んだが、否決された。そのため、オフショアの委員会であ

る TC67 に再度持ち込んだものである。日本としては、本規格は井戸元の規格であり、ISO
登録されても日本への影響はないものと思われる。しかしながら、この規格提案のように

国際的に普及していない某国の規格の ISO 化の動きがある場合、日本にとって不利益にな

らないか検討する必要がある。 
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２）12211 Spiral plate heat exchangers 及び 12212  Harpin heat exchangers 
 12211 及び 12212 は熱交換器に関する規格開発であり、両規格は WG8 で開発されてい

る。WG8 のコンビナはオランダである。 
 12211 及び 12212 のプロジェクトリーダーは米国であり、両規格の開発は同時に進行し

ている。本規格 NP 提案は、米国、英国、カナダ、ノルウェー、ブラジルの 5 カ国により

行われた。また、オランダ、インドネシアの専門家が参画している。 
NP 2008 年 2 月に WG8 から新業務項目として提案、登録された。2008 年 5 月 14 日

承認。 
WD ドラフトは CD として承認され、DIS として進めることになった。 
CD － 
DIS 2010 年 4 月予定 
FDIS 2011 年 6 月予定 
IS 2011 年 10 月予定 
 12211 及び 12212 に関する WG 会合は 5 回開催されている。 
第 1 回：2008 年 4 月 米国 ニューオーリンズ（API 会合と共同） 
第 2 回：2008 年 7 月 オランダ ハーグ 
第 3 回：2008 年 11 月 米国 ロサンゼルス（API 会合と共同） 
第 4 回：2009 年 4 月 米国 デンバー（API 会合と共同） 
第 5 回：2009 年 11 月 米国 ダラス（API 会合と共同） 
 
３）TS27469 Method of test for fire dampers 防火ダンパの試験方法 

また、直近の 2010 年に発行された TS27469 についての開発経緯は以下の通りである。 
TS27469はノルウェーがコンビナを務める WG11で開発された。WG11にはノルウェー、

フランス、イタリア、オランダ、英国、ドイツ、ブラジルの 7 カ国が参加しており、コン

ビナはノルウェーである。 
NP 2006 年 7 月に WG11 から新業務項目として提案、登録された。 
WD 2008 年 12 月に投票にかけられ、承認はされたが、コメントが多数ついたため、改

訂版を作成し再投票にかけられた。 
CD 2009 年 9 月まで。 
DIS 不明 
FDIS 不明 
IS 2010 年 1 月発行。 
 
 TS27469 に関する WG 会合は 4 回開かれている。 
第 1 回：2006 年 11 月 29-30 日 英国 ロンドン 
第 2 回：2007 年 7 月 11 日 英国 マンチェスター 
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第 3 回：2007 年 9 月 19 日 ノルウェー オスロ 
第 4 回：2009 年 1 月 21-22 日 英国 ロンドン  
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表４－９ ISO/TC67/SC6 で開発中の規格 

(2010 年 3 月 5 日時点) 
GNo. ISO 規格

No. 
名称 発行 対応 API 規格

 No. 
対応 CEN 規格

No. 
対応日本国内規格

No. 
5 27509 Compact flanged connections future - - - 
8 12211 Spiral plate heat exchangers future - - - 
8 12212 Harpin heat exchangers future - - - 
 (出典：ISO/TC67/SC6 資料より) 
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４．４ TC67/SC6 国際会議参加報告 
 

2009 年度 TC67/SC6 の国際会議は 9 月 28-29 の両日、カナダのビクトリアにて開催され

た。 参加者は全体で約 20 名、その内日本からは４名(千代田化工建設・馬渕委員、同・青

山委員、事務局・丸山専務理事、同・杉田)であったが、他の各国からは１～３名程度の参

加であった。日本以外の参加国は、フランス、カナダ、イギリス、アメリカ、オランダ、

ノルウェー、ドイツ、イタリア、カタール、ブラジル、カザフスタンの各国であった。着

席場所は決められておらず、１つの長テーブルを囲む形で参加者が適宜着席した。 
 議長を務めたのは、フランス・Total の Guy Arnaud 氏、事務局は同じくフランス・AFNOR
の Valerie MAUPIN 氏であった。参加者の所属は、Shell や Total といった石油系企業と

DIN や BSI といった標準化推進組織などに大別される。アメリカからは API の１名が遅れ

て到着し、テーブルの端に着席した。 
 会議は、事前に各国に配付されていたドラフトアジェンダに沿って進められた。本会議

の機能は、基本的には各 WG で進められているプロジェクトの全体管理であり、分科委員

会(SC)としての方針の確認と各 WG の Convenor から提出されるレポートの承認、スケジ

ュール管理、手続きの確認が主な内容であった。会議用に事前に N 文書として配付された

資料は主に各 WG の活動レポートであり、これを順に確認する形で会議が進行した。WG
によってはレポートが滞っていたため、本会議の議決(Resolution)において事務局から督促

することが求められたものもある。 
 各規格に対する投票行為自体はインターネット経由で行われるためこの会議では行われ

ない。SC 内の手続きの確認や WG の人の異動などについての議論は行われている。その他

の主な決定事項としては、Committee Draft (CD)の投票期間の２か月への短縮、発行まで

の期間が長くなり過ぎて自動キャンセルになりそうな規格の処置(延長のための手続き)、次

回会議の予定(2010 年 5 月 27-28 日＠ローマ)の確認などがある。 
 会議の場で行われたプレゼンテーションは以下の通りで、前２者はホストとして、後の

２者は事務局としての発表であった。 
① ”Standards development in Canada and Canada’s position in international 

standards development” (Standards Council of Canada；SCC) 
  ②”An Overview of the Canadian Oil & Gas Industry” (British Columbia Oil and gas 

Commission；OGC) 
  ③”Follow up of 18th meeting” (TC67/SC6 Secretary) 
  ④”Key Performance Indicators (KPI)” (TC67/SC6 Secretary) 
会議での発言状況を見るとオランダとイギリス、議長と事務局を務めるフランスの発言

が目立ち、これらの国々が会議をリードしているように見える。関連する部分のみ発言す

るのはアメリカとドイツ、ノルウェーであった。その他の国々は発言の機会がほとんどな

かった。各国からの参加者が年によって変わることもあり得るため１回の会議だけから判
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断することは難しいが、会議の様子からだけでも各国の本 SC への関与の度合いが窺われる。

また、年に１回の会合でメンバー同士のコミュニケーションを図ることも会議の重要な要

素であると考えられ、ブレークの時間も含めて発言できるだけの関係を構築することが望

ましい。 
 会議の結論は２日目に 504 から 532 の 29 件の議決(Resolution)としてまとめられた。会

議テーブルの前方のスクリーンに事務局のパソコン上の word ファイルを映し、参加者全員

で１件ずつ表現を確認しながらドラフトを修正する作業を行った。よって会議の終了時に

は既に議決はペーパーとしてまとまった状態になる。なお、議決のドラフトメンバーには

事務局以外にオランダの Saile 氏とカナダの Wey 氏(いずれも Shell の人物)が選ばれた。 
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第５章 考察、課題及び提言 
 
５．１ 考察 
 
現在のプラント・エンジニアリング業界の ISO 規格との関わりは、自社主導で製品を製

造する業界とは異なり、顧客から仕様を受けて対応する立場である。エンジニアリング企

業は機器・部品を購入し組み合わせる立場であり単体機器の規格が変わっても影響がない

かあるいは少ない状況にある。機器メーカー企業は仕様の変更により製造設備の改造や更

新が必要になることからエンジニアリング企業と比較して影響度は高いと考えられるが、

基本的に顧客からの要求を受けて対応する立場にある。 
他の多くの TC 及び TC67 に属する他の SC では使われていないが、TC67/SC6 は「処理

装置及びシステム」とシステムが対象となっている。単体機器に関する規格の場合、プラ

ント・エンジニアリング業界は受け身の立ち場であり、もしセキュリティシステム、プロ

セスシステム、制御・情報システムが ISO 化されることになると影響がそれなりに大きい

と考えられる。分野は異なるが製鉄所の二酸化炭素排出量などを算定する ISO 規格策定が

2009 年 12 月に世界鉄鋼協会で決定されるなどの動きもある。このようにシステムに関す

る規格開発が行われるようになると我が国プラント・エンジニアリング業界への直接的影

響が出てくると思われる。システムに係る規格が提案されそうな対象範囲へのチェックが

必要と思われる。 
 
TC67/SC6 にはこれまで日本からの参加はなく、当協会が日本の国内審議団体として初め

ての参加であった。TC67/SC6 ではその対象範囲は、沖合の石油ガス開発から陸上設備まで

と幅広いが、これに対応するためには単独の組織ではでなく、関連する団体、機関、企業

との連携や、他国内審議団体との連携が必要になると思われる。さらに、可能であれば当

協会内にワーキンググループを設置することが望ましい。 
TC67/SC6 には P-メンバー19 カ国と O-メンバー5 カ国が参加しているが、TC67/SC6 で

の発言を認めさせるには、プレゼンスを高めることやそれなりの貢献も必要になろう。参

加国の専門家との情報交換や人的交流が必要となる。 
 
TC67/SC6 での制定規格は、現在のところ我が国のプラント・エンジニアリング業界に対

して直接大きな影響はないと考えられる。影響の出る規格が開発される場合には前述の国

内における関係者の連携が重要になろう。日本国内の業界に利害関係がないか、もしくは

少ない ISO 規格への対応は、企業の関心も低く、逆に対応が難しくなることが考えられる。 
 
プラント・エンジニアリング業界と ISO 規格との関わりが今後変化してくる場合、業界

としての対応も変わってくるが、課題と提言については現在の状況に基づき行った。 
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５．２ 課題 
 
 第４章を中心に、TC67/SC6 の活動及び制定規格の調査、TC67/SC6 の国際会議への参加

等について記述した。これに係る課題として以下の点が挙げられる。 
 
１）TC67/SC6 では取り扱う規格の範囲が広い。対応するためには多彩な専門知識をもつ組

織が必要となる。TC67/SC6 の日本国内審議委員会は参加して間もないように、現在のとこ

ろ当該分野での ISO規格への取り組み必要性に関する意識が低く、国内での ISO/TC67/SC6
に関心をもつ企業、団体が少ない。 
 
２）TC67/SC6 では API の ISO 化が基本的な活動となっているが、TC67/SC6 の委員会で

は欧州のオイルメジャーや石油・ガス産出国の意見で取り決めが行われる傾向が強い。米

国は、API を中心に対応しているが、どうしても欧州よりの意見に傾きがちで、この辺り

の動向を見ていく必要がある。 
 
３）ISO27509 の事例のように、国際的に普及していない欧州規格が ISO 化として提案さ

れ標準化されていく可能性がある。 
 
４）TC67/SC6 制定の ISO 規格に関して国内規格はほとんど対応しておらず、直近の必要

性はないかもしれないが、今後 WTO/TBT 協定により ISO 規格と国内規格の整合を進める

必要が出てくると想定され、その場合の対応が必要になると思われる。 
 
５．３ 提言 

 
前項で挙げた課題について、以下の提言を行う。 

  
1）TC67/SC6 では取り扱う規格の範囲が広く、ジャンルにあった専門家による WG の結成

が必要である。そのためには、資金的、組織的な整備を進め、関係企業・組織が ISO 規格

に対する関心を持ち、人材を提供できる環境づくりが必要である。 
 
２）国際的に普及していない欧州規格が ISO 化されるなど、欧州の動向が日本にとって不

利益になる可能性がないか、情報を収集していく必要がある。ISO は規格開発の手順が整

備されているが実際の規格開発には人間関係が強く影響していると言われており、国際会

議への参加、規格開発を具体的に進行する WG への参加による人的つながりの構築が必要

である。 
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３）国際的に普及していない規格の ISO 化など我が国にとって不利益となる可能性のある

規格開発が行われないよう、国際標準化の動向についての情報入手体制の整備（前項の人

的つながりの構築など）と国内向けに情報提供・情報交換体制の整備が必要である。これ

には関連する TC や SC との連携、関連団体・組織との連携などが想定される。 
 
４）現在は TC67/SC6 における ISO 規格はあまり適用されていないが、将来適用される可

能性のあることを念頭に置き、規格標準化活動の動向をつかむことにより、我が国関連企

業が国際ビジネスにおいて不利益を被らないようにする必要がある。そのためにも、我が

国から提案すべき規格は現状ではないが、今後必要に応じて積極的に対応することが考え

られる。 
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添付資料 
 
添付資料１ ISO 会員リスト 
添付資料２ 標準化開発プロジェクト段階のマトリックス表示 
添付資料３ フランスの標準化戦略の概要 
添付資料４ 第 19 回 ISO/TC67/SC6 国際会議進行記録 
添付資料５ ISO/TC67/SC6 2009 年国際委員会参加報告書 
添付資料６ Global Standards Used Locally Worldwide International (First 

version) LIST OF ISO TC67 STANDARDS With the adoption in 
various countries and regions on the 31st of December 2008 
(出典：API ウェブページ) 

添付資料７ プラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会 

議事録 （第 1 回、第 2 回、第 3 回） 
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添付資料－１ 

ISO 会員リスト (ISO ウェブページより) 
 

(2010 年 1 月 28 日現在) 
No Country Acronym Membership TC 

participation 

PDC 

participation

1 
Afghanistan  ANSA  

Correspondent 
member 

 0   1  

2 
Albania  DPS  

Correspondent 
member 

 4   3  

3 Algeria  IANOR  Member body  41   3  

4 
Angola  IANORQ  

Correspondent 
member 

 0   1  

5 Antigua and 
Barbuda  

ABBS  
Subscriber 
member 

 0   0  

6 Argentina  IRAM  Member body  318   3  

7 Armenia  SARM  Member body  34   3  

8 Australia  SA  Member body  474   3  

9 Austria  ASI  Member body  505   3  

10 Azerbaijan  AZSTAND  Member body  26   3  

11 Bahrain  BSMD  Member body  10   2  

12 Bangladesh  BSTI  Member body  9   2  

13 Barbados  BNSI  Member body  51   3  

14 Belarus  BELST  Member body  165   2  

15 Belgium  NBN  Member body  532   3  

16 
Benin  CEBENOR  

Correspondent 
member 

 23   2  

17 
Bhutan  SQCA  

Correspondent 
member 

 6   1  

18 
Bolivia  IBNORCA  

Correspondent 
member 

 10   3  

19 Bosnia and 
Herzegovina  

BAS  Member body  35   2  

20 Botswana  BOBS  Member body  29   3  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=513271�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1495�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1495�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1495�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1499�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1499�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1499�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=316519�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=316519�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1543�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1520�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1520�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1520�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1489�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1489�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1489�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1524�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1524�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1524�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1529�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1529�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1529�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1690�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1690�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1690�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1533�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1533�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1533�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1537�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1537�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1537�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1549�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1549�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1549�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1555�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1555�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1555�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1561�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1561�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1561�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308845�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=308845�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=308845�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=374819�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=374819�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=374819�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1565�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1565�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1565�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1603�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1603�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1603�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1753�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1753�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1753�
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21 Brazil  ABNT  Member body  439   3  

22 Brunei 
Darussalam  

CPRU  
Correspondent 
member 

 5   3  

23 Bulgaria  BDS  Member body  350   3  

24 
Burkina Faso  FASONORM  

Correspondent 
member 

 0   0  

25 
Burundi  BBN  

Subscriber 
member 

 0   0  

26 
Cambodia  ISC  

Subscriber 
member 

 0   0  

27 Cameroon  CDNQ  Member body  31   3  

28 Canada  SCC  Member body  376   3  

29 Chile  INN  Member body  106   2  

30 China  SAC  Member body  705   3  

31 Colombia  ICONTEC  Member body  142   3  

32 Congo, The 
Democratic 
Republic of the  

OCC  Member body  15   1  

33 Congo, the 
Republic of the  

ACONOR  
Correspondent 
member 

 0   3  

34 Costa Rica  INTECO  Member body  25   3  

35 Croatia  HZN  Member body  188   2  

36 Cuba  NC  Member body  204   3  

37 Cyprus  CYS  Member body  59   3  

38 Czech Republic  UNMZ  Member body  581   3  

39 Côte d'Ivoire  CODINORM  Member body  50   2  

40 Denmark  DS  Member body  308   3  

41 
Dominica  DBOS  

Subscriber 
member 

 0   0  

42 Dominican 
Republic  

DIGENOR  
Correspondent 
member 

 0   3  

43 Ecuador  INEN  Member body  87   3  

44 Egypt  EOS  Member body  246   3  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1579�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1579�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1579�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1585�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1585�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1585�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1597�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1597�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1597�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=269997�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1591�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1901�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1623�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1623�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1623�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1619�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1619�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1619�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1629�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1629�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1629�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1635�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1635�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1635�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1644�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1644�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1644�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308894�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=308894�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=308894�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=575665�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=575665�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1667�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1667�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1667�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1680�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1680�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1680�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1684�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1684�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1684�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1640�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1640�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1640�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2133�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2133�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2133�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1674�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1674�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1674�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1696�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1696�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1696�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=301004�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1575�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1575�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1711�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1711�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1711�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1700�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1700�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1700�
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45 
El Salvador  CONACYT  

Correspondent 
member 

 1   0  

46 
Eritrea  ESI  

Subscriber 
member 

 0   0  

47 
Estonia  EVS  

Correspondent 
member 

 76   1  

48 Ethiopia  QSAE  Member body  115   3  

49 Fiji  FTSQCO  Member body  10   2  

5 Finland  SFS  Member body  530   3  

51 France  AFNOR  Member body  719   3  

52 
Gabon  ANTT  

Correspondent 
member 

 0   1  

53 
Gambia  GAMSFP  

Correspondent 
member 

 1   0  

54 
Georgia  GEOSTM  

Correspondent 
member 

 1   2  

55 Germany  DIN  Member body  712   3  

56 Ghana  GSB  Member body  10   2  

57 Greece  ELOT  Member body  197   3  

58 
Guatemala  COGUANOR  

Correspondent 
member 

 0   1  

59 
Guinea  IGNM  

Correspondent 
member 

 0   0  

60 
Guyana  GNBS  

Subscriber 
member 

 0   0  

61 
Honduras  COHCIT  

Subscriber 
member 

 0   0  

62 Hong Kong, 
China  

ITCHKSAR  
Correspondent 
member 

 208   2  

63 Hungary  MSZT  Member body  487   3  

64 Iceland  IST  Member body  148   3  

65 India  BIS  Member body  592   3  

66 Indonesia  BSN  Member body  219   3  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308796�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=308796�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=318778�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1721�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1721�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1721�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1725�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1725�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1725�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1742�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1742�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1742�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1734�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1734�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1734�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1738�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1738�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1738�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=548909�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=548909�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=576505�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=576505�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1950�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1950�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1950�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1511�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1511�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1511�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1747�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1747�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1747�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1759�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1759�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1759�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1615�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1615�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1763�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1860�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=251461�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1770�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1770�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1770�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1784�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1784�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1784�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1788�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1788�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1788�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1794�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1794�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1794�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1798�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1798�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1798�
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67 Iran, Islamic 
Republic of  

ISIRI  Member body  297   3  

68 Iraq  COSQC  Member body  30   3  

69 Ireland  NSAI  Member body  287   3  

70 Israel  SII  Member body  193   3  

71 Italy  UNI  Member body  655   3  

72 Jamaica  BSJ  Member body  99   3  

73 Japan  JISC  Member body  666   3  

74 Jordan  JISM  Member body  22   3  

75 Kazakhstan  KAZMEMST  Member body  69   2  

76 Kenya  KEBS  Member body  190   3  

77 Korea, 
Democratic 
People's Republic 

CSK  Member body  94   2  

78 Korea, Republic 
of  

KATS  Member body  692   3  

79 Kuwait  KOWSMD  Member body  6   2  

80 
Kyrgyzstan  KYRGYZST  

Correspondent 
member 

 0   1  

81 Lao People's 
Democratic Rep.  

DISM  
Subscriber 
member 

 0   0  

82 
Latvia  LVS  

Correspondent 
member 

 3   3  

83 Lebanon  LIBNOR  Member body  17   3  

84 
Lesotho  LSQAS  

Subscriber 
member 

 0   0  

85 
Liberia  LDS  

Correspondent 
member 

 0   0  

86 Libyan Arab 
Jamahiriya  

LNCSM  Member body  32   3  

87 Lithuania  LST  Member body  55   3  

88 Luxembourg  ILNAS  Member body  35   0  

89 Macau, China  CPTTM  Correspondent  0   0  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1803�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1803�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1803�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308857�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=308857�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=308857�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1815�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1815�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1815�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1819�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1819�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1819�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1823�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1823�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1823�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1827�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1827�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1827�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1835�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1835�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1835�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1844�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1844�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1844�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1848�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1848�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1848�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1854�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1854�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1854�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1657�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1657�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1657�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1663�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1663�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1663�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1864�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1864�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1864�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1880�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1880�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=537437�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1886�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1886�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1886�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1873�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1873�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1873�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308886�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=576509�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1890�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1890�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1890�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1897�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1897�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1897�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1776�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1776�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=295409�
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member 
90 

Madagascar  BNM  
Correspondent 
member 

 0   0  

91 
Malawi  MBS  

Correspondent 
member 

 2   1  

92 Malaysia  DSM  Member body  246   3  

93 Malta  MSA  Member body  37   3  

94 
Mauritania  DNPQ  

Correspondent 
member 

 0   0  

95 Mauritius  MSB  Member body  65   3  

96 Mexico  DGN  Member body  303   3  

97 Moldova, 
Republic of  

INSM  
Correspondent 
member 

 42   3  

98 Mongolia  MASM  Member body  148   3  

99 
Montenegro  ISME  

Correspondent 
member 

 17   2  

100 Morocco  SNIMA  Member body  64   3  

101 
Mozambique  INNOQ  

Correspondent 
member 

 0   3  

102 
Myanmar  MSTRD  

Correspondent 
member 

 0   0  

103 
Namibia  NSI  

Correspondent 
member 

 4   3  

104 
Nepal  NBSM  

Correspondent 
member 

 0   0  

105 Netherlands  NEN  Member body  567   3  

106 New Zealand  SNZ  Member body  152   3  

107 Nigeria  SON  Member body  25   3  

108 Norway  SN  Member body  331   3  

109 Oman  DGSM  Member body  21   3  

110 Pakistan  PSQCA  Member body  145   3  

111 
Palestine  PSI  

Correspondent 
member 

 4   3  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1971�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1921�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1921�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1921�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1911�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1911�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1911�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1927�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1927�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1927�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=576513�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1944�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1944�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1944�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1954�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1954�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1954�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1938�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1938�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1938�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1965�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1965�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1965�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=547395�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=547395�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=547395�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1931�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1931�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1931�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1978�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1978�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=382920�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1569�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1569�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1569�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1988�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2027�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2027�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2027�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1998�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1998�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1998�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1982�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1982�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1982�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1994�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1994�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1994�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2007�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2007�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2007�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2017�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2017�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2017�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=258872�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=258872�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=258872�
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112 Panama  COPANIT  Member body  1   1  

113 Papua New 
Guinea  

NISIT  
Correspondent 
member 

 1   1  

114 
Paraguay  INTN  

Correspondent 
member 

 0   1  

115 Peru  INDECOPI  Member body  18   3  

116 Philippines  BPS  Member body  120   3  

117 Poland  PKN  Member body  622   3  

118 Portugal  IPQ  Member body  340   3  

119 Qatar  QS  Member body  22   2  

120 Romania  ASRO  Member body  701   3  

121 Russian 
Federation  

GOST R  Member body  601   3  

122 
Rwanda  RBS  

Correspondent 
member 

 0   2  

123 Saint Lucia  SLBS  Member body  4   3  

124 Saint Vincent and 
the Grenadines  

SVGBS  
Subscriber 
member 

 0   0  

125 Saudi Arabia  SASO  Member body  134   3  

126 
Senegal  ASN  

Correspondent 
member 

 4   1  

127 Serbia  ISS  Member body  431   3  

128 
Seychelles  SBS  

Correspondent 
member 

 0   0  

129 
Sierra Leone  SLSB  

Correspondent 
member 

 0   0  

130 Singapore  SPRING SG  Member body  138   3  

131 Slovakia  SUTN  Member body  437   3  

132 Slovenia  SIST  Member body  92   2  

133 South Africa  SABS  Member body  394   3  

134 Spain  AENOR  Member body  603   3  

135 Sri Lanka  SLSI  Member body  100   2  

136 Sudan  SSMO  Member body  10   2  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2031�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2031�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2031�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2021�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2021�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2021�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1905�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1905�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2036�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2036�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2036�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2041�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2041�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2041�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2045�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2045�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2045�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2054�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2054�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2054�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2049�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2049�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2049�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2058�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2058�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2058�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2176�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2176�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2176�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=288025�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=288025�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1840�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1840�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1840�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=513273�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1516�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1516�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1516�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2068�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2068�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2068�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2209�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2209�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2209�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2084�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=576517�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2074�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2074�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2074�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2110�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2110�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2110�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=299538�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=299538�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=299538�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1485�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1485�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1485�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1717�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1717�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1717�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2091�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2091�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2091�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2078�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2078�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2078�
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137 
Suriname  SSB  

Correspondent 
member 

 0   2  

138 
Swaziland  SWASA  

Correspondent 
member 

 3   3  

139 Sweden  SIS  Member body  528   3  

140 Switzerland  SNV  Member body  516   3  

141 Syrian Arab 
Republic  

SASMO  Member body  16   3  

142 
Tajikistan  TJKSTN  

Correspondent 
member 

 0   0  

143 Tanzania, United 
Republic of  

TBS  Member body  137   3  

144 Thailand  TISI  Member body  251   3  

145 The former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia  

ISRM  Member body  3   2  

146 
Togo  CSN  

Correspondent 
member 

 0   0  

147 Trinidad and 
Tobago  

TTBS  Member body  80   3  

148 Tunisia  INNORPI  Member body  162   3  

149 Turkey  TSE  Member body  363   3  

150 
Turkmenistan  MSST  

Correspondent 
member 

 0   0  

151 USA  ANSI  Member body  613   3  

152 
Uganda  UNBS  

Correspondent 
member 

 16   2  

153 Ukraine  DSSU  Member body  274   3  

154 United Arab 
Emirates  

ESMA  Member body  11   2  

155 United Kingdom  BSI  Member body  713   3  

156 Uruguay  UNIT  Member body  56   3  

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=548208�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=548208�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=304927�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=304927�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=304927�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2101�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2101�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2101�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2106�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2106�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2106�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2116�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2116�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2116�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=371281�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2120�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2120�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2120�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2139�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2139�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2139�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2154�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2154�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2154�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2143�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2149�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2149�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2149�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2158�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2158�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2158�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2168�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2168�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2168�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2162�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2188�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2188�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2188�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308866�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=308866�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=308866�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2172�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2172�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2172�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1704�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=1704�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=1704�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2064�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2064�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2064�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2182�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2182�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2182�


 

61 
 

No Country Acronym Membership TC 

participation 

PDC 

participation

157 Uzbekistan  UZSTANDARD Member body  3   1  

158 Venezuela  FONDONORMA Member body  101   3  

159 Viet Nam  STAMEQ  Member body  71   3  

160 
Yemen  YSMO  

Correspondent 
member 

 2   1  

161 
Zambia  ZABS  

Correspondent 
member 

 4   1  

162 
Zimbabwe  SAZ  

Correspondent 
member 

 45   3 

 
(出典：ISO ウェブページ)

http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=308878�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=308878�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=308878�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2192�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_tc.htm?member_id=2192�
http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_pdc.htm?member_id=2192�
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添付資料２ 
標準化開発プロジェクト段階のマトリックス表示 

 

段階 

副段階 
００ ２０ ６０ ９０ 決定 

登録 
主要活動の

開始 

主要活動の

完了 

９２ ９３ ９８ ９９ 
以前の段階

の繰り返し

現在の段階

の繰り返し
破棄 進行 

００ 00.00 00.20 00.60   00.98 00.99 
予備段階 新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ案の受領

新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ案の審議 

審議要約の

回付 

  新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ案の破棄 

 

１０ 10.00 10.20 10.60 10.92  10.98 10.99 
提案段階 新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄ案の登録

新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄの投票開

始 

投票結果要

約の回付 

さらに明確

さを求めて

提案を提出

者に返却 

 新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄの却下 

新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄの承認 

２０ 20.00 20.20 20.60   20.98 20.99 
作成段階 新規ﾌﾟﾛｼﾞｪ

ｸﾄを TC/SC

業務計画に

登録 

作業原案の

検討開始 

ｺﾒﾝﾄ要約の

回付 

  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの

削除 

作業原案の

CD として

の登録を承

認 

３０ 30.00 30.20 30.60 30.92  30.98 30.99 
委員会段

階 

CD の登録 CD 検討/投

票の開始 

ｺﾒﾝﾄ/投票結

果要約の回

付 

CD を WG

に差し戻し

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの

削除 

CD の DIS

としての登

録を承認 

４０ 40.00 40.20 40.60 40.92 40.93 40.98 40.99 
照会段階 DIS の登録 DIS 投票の

開始：5 か月 

投票結果要

約の発送 

全体報告書

の回付：DIS

を TC また

は SC に差

し戻し 

全体報告書

の回付：新

DIS 投票の

決定 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの

削除 

全体報告書

の回付：DIS

の FDIS と

しての登録

を承認 

５０ 50.00 50.20 50.60 50.92  50.98 50.99 
承認段階 正式承認の

ために

FDIS を登

録 

FDIS 投票

の開始：2 カ

月 

校正刷りを

投票結果要

約の発送 

校正刷りを

幹事国が返

FDIS を TC

または SC

に差し戻し

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの

サック所 

FDIS の発

行を承認 
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段階 

副段階 
００ ２０ ６０ ９０ 決定 

登録 
主要活動の

開始 

主要活動の

完了 

９２ ９３ ９８ ９９ 
以前の段階

の繰り返し

現在の段階

の繰り返し
破棄 進行 

幹事国に送

付 

却 

６０ 60.00  60.60     
発行段階 国際規格を

発行 

 国際規格の

発行 

    

９０  90.20 90.60 90.92 90.93  90.99 
見直し段

階 
 国際規格の

定期的見直

し 

見直し要約

の発送 

国際規格の

改正 

国際規格の

承認 

 TC または

SC が国際

規格の廃止

を提案 

９５  95.20 95.60 95.92   95.99 
廃止段階  廃止投票の

開始 

投票結果要

約の発送 

国際規格の

廃止の否決

  国際規格の

廃止 

(出典：ISO/IEC 専門業務用指針 日本規格協会) 
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添付資料３ 
 

フランスの標準化戦略の概要 
 
 フランスの標準化組織は、フランス工業規格協会（Association Francaise de 
normalisation：AFNOR）である。AFNOR は 2006-2010 年のフランス標準化戦略を公表

している。 
フランスでは、標準規格管理は主要な経済的課題であり、また強力な経済情報ツールと

認識されている。すなわち、経済的開発や技術的開発の速度と様々な関係者の力のバラン

スは常に調整が必要とされており、フランスが海外主導による制約により圧倒されること

に対して明確な戦略方針が必要としている。また、標準規格は国際的なものだが、関係者

は主に国内の組織であるとしている。 
 以上の認識に基づき、幅広い対象者に貢献することとしている。大企業であれ中小企業

であれ、生産段階か配送段階かの上流・下流に係わらず、産業界の顧客・政府・一般大衆

を相手にするフランス関係者が標準化に関与できるようにするものとしている。国の諸機

関が欧州や国際レベルで活動するため、国内組織やそのネットワークの関係者が国内の経

済開発に関与するため、消費者団体、貿易組合、自然環境保護団体、研究開発者、大学な

どのため、AFNOR がこれら各者の求めるサービスを提供することとしている。 
 EU の拡大、通貨ユーロ地域の範囲の低い伸長度合い、国際貿易における中国の影響の重

要性、インドの存在、アフリカの貧困の根絶への期待、NGO の役割の重要性の増加など、

世界のバランスが大きく変化してきているとの認識を持っている。また、エネルギー資源

の永続性が不確実であり、エネルギー開発が世界の経済バランスが変わっていくであろう

との認識を持っている。 
 
 次に標準化の必要性について、標準化は現代世界の複雑性によく適応した高い価値を有

し、経済競争力を増すことにより製品やサービスへの信頼、フランス地域の魅力、高い品

質の生活、持続可能な開発を引き起こすものとしている。そして、標準化プロセスの使命

は、市場や全ての社会経済関係者の期待にこたえ、コミュニケーション、評価、発展のた

めに必要な関連文書を提供することとしている。 
 標準化をツールとして捉え、その効果としては、経済的、社会的な効果が挙げられてい

る。 
・経済活動を調和させ促進する手段 
・所有権と経済活動の経費削減のための要素 
・信頼性を引き起こし、リスクを削減する手段 
・改革普及の手段 
・生産性獲得への貢献 
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・市場拡大のための要素 
・差別化のための要素 
・自主規制の現代的方法 
 
このようにフランスは標準化を自国の企業、製品にとって有利に働かせるツールと位置

付け、エネルギーや新興国の台頭に対して、国際的な規格を自国の企業、関係者にとって

どのように役立たせるかという立場から戦略を定めている。 
 
以上の理解のもと、フランスの標準化戦略は４つの大きな方針に分けられ、定められてい

る。 
①� グローバル化のコントロールへ向けての貢献 

・グローバル化した関係者の期待に答え、国際的な経済基盤と国内経済基盤の連携を

強化する。 
・世界的規模の産業とサービスにおける新しい価値連鎖を考慮する。 
・欧州規格と国際規格の開発に対するフランスの地位の賛同を得ることとその促進 
・全ての国で国際規格が使用されるよう奨励する。 

②� 持続的開発の実現の促進 
・革新、国内経済開発及び組織的能力が急騰するよう貢献する。 
・製品とサービスの環境影響を明らかにする。 
・全ての利害関係者間における相互利益関係を開発する。 

③� 他関連文書に関して標準化の価値を高める 
・標準化の自発的本質を提示し、規則との関係を明確にする。 
・標準化、フォーラム及び共同体の間の相補性を裏付ける。 
・標準化プロセスに 高品質のサービスを提供する。 
・市場と関係者の特性に適切な解決策を提供する。 

④� 標準化システムとその成果品の明確化 
・規格の適用とそのフィードバックを開発する。 
・規格の同定と明確さを改善する。 
・規格のライフサイクルを明確にする。 
・規格と標準化についての教育を行う。 

 
(出典：AFNOR ウェブページ)
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添付資料４ 
 

第 19 回 ISO/TC67/SC6 国際会議進行記録 
(2009 年 9 月 29-30 日 - カナダ、ブリティッシュコロンビア州、ビクトリア) 

開催場所: The Fairmont Empress Hotel 
 

社団法人日本プラント協会 
業務部 杉田 哲也 

 
現地調査団員： 
馬渕 俊郎 (委員会委員) 
青山 大造 (委員会委員) 
杉田 哲也 (研究員) 
 
現地調査日程：2009 年 9 月 28 日～10 月 2 日 
 
月日 曜 行動 宿泊地 
9 月 28 日 月 東京 － バンクーバー － ビクトリア ビクトリア 
9 月 29 日 火 ISO/TC67/SC6 国際会議出席 ビクトリア 
9 月 30 日 水 ISO/TC67/SC6 国際会議出席 ビクトリア 
10 月 1 日 木 ビクトリア － バンクーバー － 機中 
10 月 2 日 金 － 東京  
 
会議概要 
 
参加者：全約 20 名、内日本４名 
    参加国：日本、フランス、カナダ、イギリス、アメリカ、オランダ、ノルウェー、

ドイツ、イタリア、カタール、ブラジル、カザフスタン 
配付資料：(紙) 
     ・Draft agenda 

・ISO/TC67 SC6 DOCUMENT REGISTER(’08.5.22 ～ ’09.9.25) 
     ・OGP Standards Bulletin 
     (電子データ) 
     ・TC67 Agenda & Presentations(複数ファイル) 

・Itinerary & Floor Plan – All Meetings Sept 29 – Oct 3 
・Greetings Delegates and Guests 
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・Maps & Tourism Guide(複数ファイル) 
この他に事務局にリクエストして以下２種の資料の電子データを入手した。 
・ GLOBAL STANDARDS USED LOCALLY WORLDWIDE 

INTERNATIONAL (first version) 
・N907 “Resolutions adopted during the 19th ISO/TC 67/SC 6 meeting held in 

Victoria on 29/30 September 2009”(word ファイル) 
参考資料：・N907 Resolutions adopted during the 19th ISO/TC 67/SC 6 meeting held in 

Victoria on 29/30 September 2009 
     ・N909 ATTENDANCE LIST - ISO/TC 67/SC 6 – 29th/30th September 2009 – 

Victoria, CANADA 
 
◎概況、雑感： 
席は決められておらず１つの長テーブルを囲んで適宜着席(写真参照)。フランス(事務局、

議長)、カタール、オランダがスクリーンに向かって前を確保、日本は末席。アメリカは会

議が始まって暫くして到着。空いていた末席に着席。 
会議をリードしているのはオランダとイギリス、議長であり事務局であるフランス、関

連する部分のみ発言するのはアメリカとドイツ。その他の国々は発言の機会がほとんどな

かった。 
 本 meeting の機能は、基本的には各 WG で進められているプロジェクトの全体管理。SC
としての方針の確認と各 WG の Convenor から提出されるレポートの承認、スケジュール

管理、手続きの確認が主な内容。年に１回の会合でメンバー同士のコミュニケーションを

図ることも重要な要素であると考えられる。 
 以降、meeting の agenda に沿って概略を記す。 
 
1. Opening of the meeting 

(09:02 - 9:52) 
➢議長(Guy ARNAUD；仏 TOTAL)挨拶 
➢カナダ事務局 British Columbia Oil and Gas Commission(OGC)挨拶 
➢スタッフ紹介 
➢ロジ関連説明(食事の提供など) 
➢Standards Council of Canada(SCC)プレゼンテーション 
 ・SCC について紹介 

   ・議長より staffing に関する問題について質問 
   ・ドイツより言語(英語・仏語)翻訳の問題について質問 
   ・州レベルの local regulation との関連について 

➢British Columbia Oil and Gas Commission(OGC)プレゼンテーション 
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・OGC について紹介 
・カナダの大きなエネルギーポテンシャルについて 
・特にオイルサンドについて 
・オイルサンドからのオイル抽出技術について 

 
2. Roll call of delegates 
  (9:57 - 10:02) 
  ➢席順に簡単な自己紹介 
 
3. Adoption of the agenda - Doc N886 
  (10:02 - 10:03) 
 
4. Appointment of the Drafting Committee 
  (10:03 - 10:03) 

➢事務局案の通りオランダの David Saile 氏とカナダの Ron Wey 氏の２名を選出した。

いずれも Shell の人。 
 
5. General information 
  (10:12 - 10:20) 

➢ systematic review の期間についてイギリスより質問があり、オランダより

Committee Draft に係る投票期間は２ヶ月をデフォルトとするよう提案があった。こ

れに対して特に反対意見が出なかったため２ヶ月とする提案が受け入れられた。 
 
【コーヒーブレーク】 
  (10:22 - 10:41) 
 

5.1 Review of the resolutions taken at the 18th meeting - Doc N860 
   (10:41 -  
   ➢PPT ”follow up of 18th meeting”に基づき事務局より説明 
   ➢expert のノミネートについて議論。API への invitation が必要か否か。「API が合

意すれば」との議長判断が受け入れられた？？ 
 

5.2 Adoption of the 18th meeting report - Doc N874 
   ➢adopted 

5.3 Report of the Secretariat - Doc N887 
  ➢事務局からの説明 
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・P-Member は 19 ヶ国。カザフスタンと日本が新規加入。 
・今年は新規格の発効はなし 
・３つのプロジェクトがキャンセルされた。 

➢オランダより Target Date と Automatic Cancellation の関係について問題提起。

Resolution509 の通り議決。 
 

5.4 General information on ISO policy 
 

5.5 Information from ISO/TC 67 and Consequences for ISO/TC 67/SC 6 
 

5.6 API-CRE liaison with TC67/SC6 - Doc N * 午後へ 
 

5.7 General Information for the Working Groups 
 
6. Reports of Working Groups and Joint Working Groups 
  (11:10 - 15:18) 
 

6.1 WG 1 - Offshore platform systems - Doc N892、N898 
➢NWIP の手続きについてイギリスよりコメント 
➢NWIP が来週(Resolution510 では”shortly”)出される。 
➢事務局として revise proposal の扱い方が難しいとの悩みを抱えている。 

 
6.2 WG 2 - Lubrication, shaft sealing and control oil systems - Doc N * 

   ➢本 WG では Active なプロジェクトは無い。 
   ➢事務局から Convenor にレポートを３回要求したが出てこなかった。 
   ➢10 月までにレポートするよう事務局から要求することとなった。 
 

6.3 WG 3 - Steam turbines (WG in liaison with ISO/TC 208) - Doc N893 
   ➢Target Date が分らないとオランダより指摘。 

➢キャンセルの危険があるのであれば ISO の中央事務局に延長を依頼すべき。 
   ➢Target Date の延長が重要であるとオランダよりコメント。 
   ➢結果、FDIS の Target Date を 2010 年 10 月とすることとした(Rsolution512)。 
 

6.4 WG 5 - Piping systems - Doc N * 
➢14692-1～4(Revision)の４件のプロジェクトが動いている。４つを並行して動かす

のは難しいであろうとイギリスよりコメント。 
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➢レポートが出ていない。大幅な遅れにも関わらず適切な説明が行われていないと

オランダより指摘。 
   ➢本年９月に Committee Draft が予定されていた。 
   ➢１日目にはレポートが出ていないとされたが、２日目の Resolution 採択の議論の

際に事務局よりレポートが届いた旨報告。恐らく事務局が１日目の夜 Convenor
にリクエストしたものと思われる。が、SC6 としてはレポートの内容が不十分で

あるとして 10 月末までに完全なレポートを出すように要求することとした

(Resolution 513)。 
   ➢本年９月にミラノでミーティング開催？ 
   ➢27509プロジェクト(Compact flanged connections)のCommittee Draftが本年 12

月末までに準備されるよう WG5 の Convenor に確認する。 
   ➢日本の馬渕委員より Compact flange が何故 TC67 の所掌なのかについて質問した。 
 

6.5 WG 8 - Process heat transfer equipment - Doc N895 
  ➢WG8 の Convenor は本 meeting にも出席のオランダ David Saile 氏(Shell)。 
  ➢英国よりコメントがあった以外は Saile 氏のレポートに質問はなく了承された。 

 
6.6 WG 9 - Couplings - Doc N * 

   ➢レポートが出ていない。 
   ➢Peter Simmons 氏(イギリス)が本 WG の Convenor を退任。後任について議論し

た。 
   ➢後任の Convenor を提案することがＰメンバーに求められた。 
 

6.7 WG 11 - Heating, Venting & Air Conditioning (HVAC) - Doc N894 
   ➢本 WG の Convenor/Secretary であるノルウェーより報告。 
   ➢次の WG のミーティングは 11 月開催。 
   ➢9 月 24 日に締め切られたばかりの Technical Specification 27469.2(Method of 

test for fire dampers)に対する投票の際に出されたコメントをどう扱うかについ

て事務局より問題提起があり、これについて議論された。 
   ➢「コメントが建設的なものであればそれを反映して publish すべき(イギリス)」や

「未成熟ではないか(オランダ)」といった意見が出た。 
   ➢結果、Resolution 518 ではコメントの結果として編集上の修正を加えて publish

することが承認された。 
 

6.8 WG 12 - Pressure-relieving and depressuring systems - Doc N896 
   ➢ NWIP と し て CIB(Committee Internal Balloting) に か か っ て い る
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ISO28300(Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks) の

Revision(N899)について、事務局より 11 月 11 日にダラスで行われる API ミーテ

ィング以前の 11 月 6 日までにコメントが必要である旨事務局よりアナウンスがあ

った。 
➢WG12 のレポート(N896)が承認された。 

 
【ランチブレーク】 
  (12:24 - 13:23) 
 

5.6 API-CRE liaison with TC67/SC6 - Doc N906 
   ➢API-CRE(Committee on Refinery Equipment)の連絡窓口であるアメリカの

David Miller 氏(API)より口頭で報告があった。Resolution では N906 となってい

るが、AFNOR の Website 上でも N906 は見つからない。恐らく番号だけ取って

あり後から発行されるものと思われる。 
   ➢Miller 氏の報告に対して特に質問はなくレポートは承認された(Resolution 520)。 
 
 ☆Key Performance Indicators (KPI)について 

➢パワーポイント資料を用いて事務局よりプレゼンが行われた。 
   ➢2009 年における ISO と API のシンクロについて。SC6 の標準の内、17 件が API

に基づいており、API に基づいていないものは 11 件。 
   ➢Joint Working Group については、11 件が API に基づいており、API に基づいて

いないものは 1 件のみ。 
 

6.9 Joint Working Group with ISO/TC 60/SC 2 - Gear units (ISO/TC 60 SC2 WG11) - 
Doc N * 
➢活動中のプロジェクトは無い。 

 
6.10 Joint Working Groups with ISO/TC 115 SC3 - Pumps & Shaft sealing systems 

 
6.10.1 - Centrifugal (ISO/TC 115 SC3 WG1) - Doc N856 

 
6.10.2 - Positive displacement (ISO/TC 115 SC3 WG2) - Doc N902 

 
6.10.3 - Shaft sealing systems (ISO/TC 115 SC3 WG6) - Doc N * 

       ➢アメリカの David Miller 氏(API)が 29、30 日で調べる。 
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6.11 Joint Working Groups with ISO/TC 118 SC1 - Compressors N* 
 

6.11.1 - Centrifugal (ISO/TC 118 SC1 WG1) - Doc N* 
       ➢TC118/SC1/WG1 からレポートが届いていない。 
       ➢API617 は２週間に１度ミーティングを行っている。 
       ➢2010 年 5 月にはドラフト、来年中頃までに API として publish 可能。 
 

6.11.2 - Reciprocating (ISO/TC 118 SC1 WG2) - Doc N900 
       ➢ISO13707(Reciprocating Compressors)は元々API として開発されたもの

で API618 との co-brand となっている。 
       ➢新プロジェクトで恐らく今年の年末にはスタートできる。 
 

6.11.3 - Rotary type positive displacement - (ISO/TC 118 SC1 WG3) - Doc N * 
➢Convenor がいない。プロジェクトが動いておらずレポートも出ていない。 

 
6.12 Joint Working Groups with ISO/TC 153/SC 1 - Valves (ISO/TC 153 SC1 WG 1& 

WG 11) - Doc N903 
➢ISO/CD 10434 と ISO/CD 15761 は API600、602 に対応。10434 と 15761 はキ

ャンセルされ、来年４月までに NWIP として再提出される。 
➢9 月 25 日に北京で TC153/SC1 のミーティングが行われ、そこでの Resolution

が N903 に示されている。 
 

6.13 Joint Working Group with ISO/TC 192 - Gas turbines - (ISO/TC 192 WG 4) - Doc 
N* 

   ➢ISO 3977-5 は使われていないため、revise する必要はない(オランダ)。 
   ➢TC192(ガスタービン)で見るのか、TC67/SC6 で見るのか。 
   ➢API 616(Gas Turbines for the Petroleum, Chemical, and Gas Industry 

Services)が本規格に対応。 
   ➢API の方が ISO よりも要求内容が多いことを日本の青山委員が指摘。 
   ➢ISO の方が API よりも利便性を高めているため。 
   ➢API 616 を NWIP とすることに反対は？(議長) 
   ➢API 616は完璧ではないので ISO化しても上手くいかないのでは？とのコメント

あり。 
   ➢API にアドバイスを求めたらどうか？(オランダ) 
   ➢Resolution 528 では、API 616 との協同とすることで API に申し入れることとな

った。 
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【コーヒーブレーク】 
  (15:18 – 15:40) 
 
7. Updating of the work program - Doc N888 
  (15:40 - 15:50) 

Potential New Work Item(s) 
  ➢Systematic Review は、 初の publication の３年後に第１回、その後は５年ごとに

行われる(事務局)。 
 
8. Liaisons 

(15:51 - 16:09) 
  ➢ISO/TC 207 SC1(Environmental management systems)との関連では共通事項がな

くなったため連絡窓口の閉鎖を申し入れ(Resolution 530)。 
 ➢ CEN/TC 12(Materials, equipment and offshore structures for petroleum, 

petrochemical and natural gas industries)との関連について議論。 
 
9. Any other business 
  (16:09 – 16:14) 

➢OGP Standards Bulletin が配付された。OGP は、International Association of Oil & 
Gas Producers(＠ロンドン)。 

➢翌朝の集合時刻の確認。10:00 で合意。 
 
10. Planning of the next meeting 
  (16:14 - 16:25) 

➢次回第 20 回の ISO/TC67/SC6 ミーティングは、出席者の都合を確認の上、2010 年 5
月 27 日、28 日にイタリアのローマで開催されることが確認された(Resolution 531)。 

➢翌朝(9 月 30 日)9:00 に OGP のミーティングが隣の会議室で行われることのアナウン

スがされ、第１日は解散となった。 
 
 
【第２日 9 月 30 日(水)】 
 
11. Approval of Resolutions 
  (10:19 - 11:00) 
  ➢前日の結果を事務局が Resolution のドラフトとしてまとめており、これをプロジェ
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クターでスクリーンに映して１点ずつ確認の作業が行われた。 
  ➢メンバーよりコメントのついたものはその場で事務局の Maupin 氏が文章を修正し

ながら作業を進めた。 
  ➢この場で確認されたものが” N907 Resolutions adopted during the 19th ISO/TC 

67/SC 6 meeting held in Victoria on 29/30 September 2009”となって発行された。 
  ➢ほぼ順調に確認が進んだ。修正が入ったものは主に以下の３点。 
   ・Resolution 513：WG 5 - Piping systems の関連 
   ・Resolution 527：Joint Working Group with ISO/TC 192 - Gas turbines の関連 
   ・Resolution 528：同上 
 
12. End of the meeting 
  (11:00 - 11:00) 

➢議長より閉会の言葉 
 

以上 
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添付資料５        

 
ISO/TC67/SC6 2009 年国際委員会 参加報告書 

 
１. はじめに 

本報告書は、2009 年 9 月 29 日および 30 日にカナダ、ビクトリアで開催された

ISO/TC67/SC6 の定例国際会議（the 19th ISO/TC 67/SC 6 meeting）の内容を報告す

るものである。 
 

２. 日本からの参加者 
丸山 元喜  日本プラント協会、専務理事 

 杉山 哲也  日本プラント協会 業務部 
 青山 大造  千代田化工建設（株）機械エンジニアリングセンター1 技術部長 

 馬渕 俊郎  千代田化工建設（株）配管設計センター 技師長 
 

３. 参加目的 
ISO/TC67/SC6 (委員会名称：Processing Equipment and Systems)の上部団体である

ISO/TC67 （ Material, Equipment and Offshore Structure for Petroleum, 
Petrochemical and Natural Gas Industries）は、石油、ガスの井戸元から陸上の精製

装置前までに関する機械、装置やシステムの Standard 化を行っている。その分科会、

SC（Sub Committee）は、SC2 から SC7 の６つの組織と６つの WG があり、活動し

ている。 
SC５に見られるように日本が幹事国に選ばれて活動を行っている SC もあるが、SC6
にはこれまで日本は、全く参加していなかった。これを受け、2008 年に社会法人 日

本プラント協会内に、「ISO/TC67/SC6 対応国内委員会」が設置され、活動が開始さ

れた。今回の出張の目的は、例年開催されている ISO/TC67/SC6 委員会の活動報告会

に参加し、本委員会の活動内容の把握、活動の状況、参加メンバーの確認、今後の国

内委員会活動の方向を決めるための情報を収集することを目的とした。 
  
４. ISO/TC67/SC6 2009 年委員会参加者 
  本会議への参加者は、フランス、カナダ、ドイツ、イタリア、カタール、オランダ、

アメリカ、ノルウェー、イギリス、ブラジル、カザフスタン、日本の１２カ国、参加

人数は妬く 20 名であった。 
 
５. ISO/TC67/SC6 の活動内容 
５．１ TC67/SC6 登録国 
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  TC67/SC6 の参加国は、19 カ国の P-member（Participating Countries：投票権あり）

及び、5 カ国の O-member（Observing countries：投票権なし）で構成される。 
 
５．２ 活動組織 

TC67/SC6 の活動は、”Processing Equipment and Systems”という名称からでは、充

分にその内容や主旨を理解できなかった。 今回参加し分かった一つとして、

TC67/SC2,SC3,SC4 及び SC5 が、それぞれ Offshore の特殊性のある装置、機械（例

えば TC67/SC5 の油井管であり、TC67/SC3,SC4 の Drilling についての SC であり、

どちらも SC の対象が明確である。）を扱う SC であるのに対して、TC67/SC6 は、Oil 
and Gas Production 分野で General な装置、機械または、システムに関する ISO 
Standard 化を行なう委員会である。 その ISO standard 化は、主に American 
Petroleum Institute、API standard を ISO standard とするところを基本にしてい

る。また、TC67/SC6 の始まりは、やはり Offshore からのようであるが、その活動の

中でOffshoreとOnshoreの切れ間がなくなり、従来からあるポンプ、コンプレッサー、

バルブといった API 規格についても ISO standard 化をしていこうとしており、他の

TC で扱っている ISO (API) standard について、JWG（Joint Working Group）を立

ち上げ、共同で活動を行なっている。 
TC67/SC6 の下部組織で WG 及び JWG が活動している。 WG の名称を見て分かると

おり、Offshore platform, Steam turbine, Piping system, Heat Exchanger, HVAC、

さらに Pressure Relieving System など専門性が幅広いことも、TC67/SC6 の特徴であ

る。 
 
５．３ TC67/SC6 の取り扱い ISO 規格 
  TC67/SC6 が扱う ISO standard、また JWG で Standard 化を行なっているもの―が

ある。各 Standard は、各 WG で取りまとめられている。また、Standard には、現在

新規に発行が進められているか、改定作業が進められているものがある。 
 
６．2009 年度 ISO/TC67/SC6 Meeting の内容 
  今回の主催者である、カナダ ISO 委員会からの活動報告と、カナダでの ISO 活動組織

の説明があった後、全体 Agenda に従い Meeting は進められた。 
本委員会は、8 個の WG 及び 9 個の JWG の活動内容、今期の成果を、各グループリー

ダーから送られてきたレポートをもとに、その確認を行う形で進められた。 各グル

ープのリーダが必ずしも出席しておらず、Secretary がレポートを読み、質疑応答は出

席者内で答えることで行なわれた。新規または、改定する ISO Standard の審議は、行

なわれなった。 委員会参加者の関心は、遂行中（表右欄に印があるもの）の Standard
の進捗状況であるが、グループリーダーからのレポートが出されていない WG も幾つ
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か有り、ジャンルの広い SC の運営の難しさを見せていた。 
  今回の委員会での決定事項は、レポートにまとめられている。また、下記資料が配布

された。尚、会議中に出された質問、意見など分かる範囲でメモをしたので、それを

添付資料４に示す。 
 
   
 

 
ISO/TC67/SC6 2009 年 会議風景 

 
７.今後の国内での ISO/TC67/SC6 への取り組み 
  TC67/SC6 の本会議に参加し、今後以下の点を考慮し国内で対応していく必要があると

感じた。 
１）TC67/SC6 は、Offshore に限ることなく Onshore に関連する Standard を含

め ISO standard 化を進めている。その活動も 1991 年から既に 20 年近く行

なっており、オイルメジャーの Shell 社（オランダ）や Total 社（フランス）、

また UK、ノルウエーなど Offshore 産業が発展している国を中心に活発な意

見を出し、委員会を束ねている印象を得た。今後もその活動は、Oil and gas 
production の観点から発展され、さらに活発になると思われる。日本国内標

準をこの分野で ISO に盛り込みたいといったものは存在しないと思うが、前

途のとおり、ヨーロッパ、アメリカのオイルメジャーや Oil/Gas 産出国の意見

で取り決めが行なわれる傾向が強いので、国内委員会は、この委員会の動向

を引き続き見ていき、日本や日本企業に不利益にならないよう注意を払う必

要がある。 
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２）Turbine、Compressor、バルブなどの従来から使用されている装置、機械に

ついては、既に活動している他のTCとJWGを作り、活動しており、TC67/SC6
独自で新たな Standard を作成する心配はないが、API Standard が存在しな

い装置、機械については、既存する某国の Standard を基に ISO Standard 化

する可能性がある。 
その例として、ISO 27509 に登録されている”Compact flanged connections” 
は、ノルウェーの Norsok standard L-005 を基に ISO Standard に組み込も

うとしている。このような国際的に普及していない Standard については、そ

れが ISO standard 化されることで不利益にならないか、検討していく必要が

ある。 特に TC67/SC6 では、そういった標準が出てくる可能性が高い。 
３）TC67/SC6 の取り扱い標準の範囲（ジャンル）が広い。これに対しては、WG

に合わせ専門性のある会社、協会に国内対策委員会に参加してもらうべきと

考える。 
４）国内委員会は、TC67/SC6 内の WG の活動内容をまだ熟知するとこまで到っ

ていないため、本委員会で発言が十分にできない。Standard 改定の内容や発

行工程の状況、遅れの理由などを把握できるまでに活動を活性化させる必要

がある。 
５）TC67 は、複数の SC と WG で組織かされているが、SC6 が System を扱うた

め、横のコミュニケーションがある程度とる必要がある。 
 

以上 
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GLOBAL STANDARDS USED LOCALLY WORLDWIDE 
INTERNATIONAL 

(first version) 
 
 

PRESENTATION OF THE LIST 
 

The vision of the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries is to get their 
own use: 

GLOBAL STANDARDS USED LOCALLY WORLWIDE 
The purpose of the following list is to show where we are in this vision at the time of 
issue of this document. 
The document will be revised from time to time to show the further steps of the 
process. 
 
ISO TC67 column: 
The basis of the document is the complete list of ISO TC67 published documents. Those ISO TC67 
documents which are not adopted in one of the two other arenas are not mentioned. 
 

EN column: 
It is important to note that the EN documents are also published as national documents in all the 30 
other European countries members of CEN within the 6-month of the publication as EN, which is a 
further step in our vision.  
The mentioned documents are technically identical to the corresponding ISO one; they were accepted 
in Europe either through the parallel vote procedure or by Unique Acceptance Procedure within the 
Vienna Agreement between CEN and ISO (ISO leader).  All the documents are part of CEN TC12 
work programme except two which depend upon CEN TC 69 and one upon ECISS TC29. Some of 
them have a different number in ISO and in CEN because, if the technical content is identical, their 
scope in Europe excludes the gas infrastructure industries; they nevertheless have in their title the 
reference to the ISO initial document with the mention :( modified). 
Both standards which are issued by CEN TC69 and the one issued in ECISS TC29 concern our 
activity, fit with our vision and in addition one of them is also adopted back and one under 
consideration in API. 
Note that in the EN document the main body of the standard is identical to the ISO one, but regional(s) 
annexe(s) are added.  
 

GSO column: 
All the ISO standards adopted back in GSO are of identical adoption without modifications. All ISO 
standards adopted in GSO will be automatically adopted as national standards in GCC countries. 
 

EASC column: 
1. RUSSIA: To date, only a few standards are adopted back. In the list is mentioned the plan 

for the adoption in 2008 (not yet performed) & 2009 of TC23 mirror committee of ISO TC67. 
2. UKRAINE: Plan for 2008 - means that standards are at the some stage of development or 

close to adoption as Ukrainian national standards. Plan for 2009 - means that work will start 
this year (2009) 

 

API column:
In this column are indicated the API documents which have already been adopted back from the ISO 
standards and for which, in the title, you find both references, the API one with the number of the 
edition and the ISO one. You see that in the API catalogue both indications are mentioned. You may 
also see in that list for some of them the mention “ISO modified“ which has been added; it indicates 
that some technical differences from the ISO document were included.   Also note that all national 

Alain LOPPINET                                          2/3                                                       27/01/2009 
 80



GLOBAL STANDARDS USED LOCALLY WORLDWIDE 
INTERNATIONAL 

(first version) 
 
 
adoptions are, by definition, American National Standards (ANSI). For reference, we also indicate the 
documents where the National Adoption is under committee consideration. 
 
Three of the indicated documents in the API column are issued by another SDO (NACE) but concerns 
our activity, fit with our vision and are adopted in CEN TC12. 
Note that in the API document the main body of the standard is identical to the ISO one (except when 
the mention modified is added), but regional(s) annexe(s) is (are) added as well as annex for the 
monogram programme when it applies.  
 

Brazil column:
The references of the ISO standards, which are indicated in the proper column, are already adopted 
back identical in Brazil with a Brazilian version (translated to Portuguese language). The other ISO 
standards of the list do not have a Brazilian version but are nevertheless informally adopted back in 
Brazil and may be used in Brazil for the purchase contract in the English version. .  
 

China column:
No special comments. 
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添付資料７ 
第１回 プラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会 

議事録 
 
１．日時：2009 年 9 月 15 日 (火) 16:20 ～ 17:40 
 
２．場所：(社)日本プラント協会 会議室 
 
３．出席者：関根委員長、越島副委員長、青山委員、鈴木委員、福永委員、馬渕委員、 

山本委員 
事務局 

 
４．議題 
 (１)委員長・副委員長の選任 

(２)事業実施計画について 
(３)調査報告書目次(案)について 
(４)現地調査への対応について 
(５)その他 

 
５．配付資料 
 (１)委員会 名簿(案) 

(２)実施計画書 
(３)報告書目次 
(４)ISO/TC67/SC6 年次会議関連資料 
・N886 Draft Agenda of the 19th ISO/TC 67/SC 6 meeting 
・N887 ISO/TC 67 SC 6 - Report of the secretariat for the 19th meeting 
・Itinerary & Floor Plan ISO TC67 Plenary Session Victoria BC Canada 2009 
・N892 ISO/TC 67 SC6 WG 1 "Offshore platform systems" - Report of WG 

secretariat (item 6.1) 
・N893 ISO/TC 67 SC6 WG 3 "Steam turbines" - Report of WG secretariat (item 

6.3) 
・N894 ISO/TC 67 SC6 WG 11 "HVAC_Heating, ventilation and air-conditioning" - 

Report of WG secretariat (item 6.7) 
・N896 ISO/TC 67 SC6 WG 12 "Pressure-relieving and depressuring systems" - 

Report of WG secretariat (item 6.8) 
・N897 Results of voting regarding ISO/FDIS 13709 (ed 2) “Centrifugal pumps for 
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petroleum, petrochemical and natural gas industries” - ISO/TC 115 SC 3 
・N898 Results of Systematic review on ISO 10418 : 2003 "P& NGI -- Offshore 

production installations -- Analysis, design, installation and testing of basic 
surface process safety systems” (item 6.1) 

 
６．内容 

(１)委員長・副委員長の選任 
    関根委員と越島委員がそれぞれ委員長と副委員長に選任された。 
 
 (２)事業実施計画について 
    事務局より事業実施計画について実施計画書に基づき説明がなされ、これについ

て質疑が行われた。 
    鈴木委員より「ISO/TC67/SC6 対応国内委員会」と本「プラント・エンジニアリ

ング産業の装置システム標準化対応委員会」の役割分担について質問があり、事務

局より「ISO/TC67/SC6 対応国内委員会」は ISO/TC67/SC6 そのもので開発される

規格について検討する委員会であり、投票のための議決委員会であること、また、「プ

ラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会」は本年度社団法

人日本機械工業連合会から委託された「我が国プラント・エンジニアリング産業の

装置システムにおける標準化への取り組み調査」の適切な実施を図るための専門委

員会であることが説明された。 
    山本委員よりAmerican Petroleum Institute(API)との関係からTC67/SC6の国内

審議団体としての活動の意義について質問があり、事務局より TC67/SC6 の国内審

議団体を引き受けることになった経緯も含めて日本プラント協会がプラント・エン

ジニアリング分野の標準化に取り組む意義について説明した。また、越島副委員長

より TC67/SC6 の活動に参加したことが情報を得る上で有益であることの補足説明

があった。 
 
 (３)調査報告書目次(案)について 
    事務局より事業実施計画について調査報告書目次(案)に基づき説明がなされ、これ

について以下の通り質疑が行われた。 
    関根委員長より本案が報告書の目次案というより調査検討項目の事務局案である

との見解が示された。 
   越島副委員長より ISO 規格の改訂管理のシステムについて問題提起があり、これ

について議論した。TC67/SC5 の幹事を務める日本鉄鋼連盟の福永委員より、幹事国

としての経験より、ISO 規格は各国ベースでは word で管理しているとのコメントが

あった。続けて鈴木委員からも審議レベルでは手書きが多いとの指摘があった。本
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件については可能な範囲で調査対象とし、IT 化を進めるべきとの提言ができれば良

いとの結論となった。 
   鈴木委員より「我が国企業の輸出ビジネスの観点から」という点がポイントであ

るとの指摘があり、これについて議論した。事務局より結論は不明としながらも、

この調査報告書の中で戦略的な輸出につなげる規格という考え方がこの分野で取れ

るかどうか議論し、まとまった結論が出せるようであれば打ち出したいとの考えが

示された。 
   更に鈴木委員より調査実施の動機について認識を合わせておくべきとの指摘があ

り、これについても議論した。事務局からはビジネス戦略としての標準化の重要性

が説明された。また、福永委員からは、規格の動向が企業にも影響を与えるとの見

解が示された。 
   事務局作成の調査報告書目次(案)が調査の進捗に合わせた追加も可能との条件で

調査検討項目として承認された。 
 
 (４)現地調査への対応について 
    配付資料に基づき事務局より現地調査(9 月 29 日、30 日にカナダのビクトリアで

行われる TC67/SC6 年次国際会議参加)について説明された。 
    現地調査に参加する青山委員より Joint Working Group への日本の他団体からの

参加の有無について質問があった。また、同じく現地調査に参加する馬渕委員より

プログラムの時間割について質問があった。いずれも事務局に確かな情報はなく、

現地調査前に参加者と事務局で打ち合わせることとした。 
 
 (５)その他 
    次回委員会を 11 月中を目途に開催することとした。事務局より案内がある。 
    山本委員より委員の作業について質問があり、事務局から各規格のレビューにつ

いては事務局にて行い、委員には委員会での事務局報告に対してのコメントを願い

たい旨説明があった。 
    委員長が閉会を宣言して本委員会は閉会となった。 
 

以上 
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第２回 プラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会 
議事録 

 
 
１．日時：2009 年 12 月 11 日 (金) 10:00 ～ 12:15 
 
２．場所：(社)日本プラント協会 会議室 
 
３．出席者：関根委員長、越島副委員長、鈴木委員、福永委員、馬渕委員、目黒委員、 

山本委員 
事務局 

 
４．議題 
 (１)カナダ・ビクトリアでの年次会議出張報告 

(２)調査報告書骨子について 
(３)その他 

 
５．配付資料 
 (１)委員会 名簿 

(２)ISO TC67/SC6 2009 年国際委員会 参加報告書 
(３)調査報告書骨子(案) 
(４)第１回 プラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会 議事録 

 
６．内容 
 
 議事に先立ち、第１回委員会の議事録について内容承諾の確認が行われた。 
 
 (１)カナダ・ビクトリアでの年次会議出張報告 
    馬渕委員より配付資料に基づき出張報告がなされ、その内容について質疑が行わ

れた。 
    本参加報告書は、事務局で更に内容精査の上、報告書の添付資料として使われる

ことが確認された。 
 
 (２)調査報告書骨子について 
    事務局より調査報告書骨子について配付資料に基づき説明がなされ、これについ

て議論が行われた。事務局にて報告書の重点を明確にして章立てを組み替えた上で
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再度委員会に諮ることとなった。 
 
 (３)その他 
    次回委員会の予定は、(２)の報告書骨子(案)の事務局による見直し作業を待って再

度調整することとなった。 
    委員長が閉会を宣言して本委員会は閉会となった。 
 

以上 
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第３回 プラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会 
議事録 

 
 
１．日時：2010 年 3 月 5 日 (金) 15:00 ～ 18:10 
 
２．場所：(社)日本プラント協会 会議室 
 
３．出席者：関根委員長、鈴木委員、馬渕委員、山本委員 

事務局 
 
４．議題 
 (１)報告書構成について 

(２)TC67/SC6 規格開発状況について 
(３)提言について 
(４)その他 

 
５．配付資料 
 (１)調査報告書ドラフト 

(２) 第２回 プラント・エンジニアリング産業の装置システム標準化対応委員会 議事録 
 
６．内容 
 
 議事に先立ち、第２回委員会の議事録について内容承諾の確認が行われた。 
  
事前に配付してあった報告書ドラフトにつき委員よりコメントが出された。修正を要す

るコメントについては、事務局にて修正作業を行うこととした。 
 

 スケジュールについては、3 月 12 日に修正版ドラフトを委員会に提示、17 日までに委員

からの再コメントを受け、19 日までに 終版を作成することが確認された。その修正作業

については事務局と委員長に一任することが了承された。また、修正版ドラフトは本委員

会欠席の委員にも送付の上、コメントを求めることが確認された。 
 

以上 
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