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情報規格調査会は、情報処理、IT 機器、
およびソフトウェア技術などの標準化と発展に貢献します。
情報規格調査会は、⼀般社団法⼈情報処理学会の
規格部⾨であり、国際標準化機構（ISO）および
国際電気標準会議（IEC）における情報技術全般
の国際標準化活動に関して、⽇本としての国際貢

沿⾰

献を推進しています。さらに学術団体である情報

1960 年

情報処理学会設⽴

処理学会の傘下にある利点を⽣かして、学会にお

1962 年

情報処理学会内に ISO/IEC 国内委員会を設⽴

ける活動の中から適切なものをより迅速に国際

1963 年

規格委員会に改称

標準化に結び付けていくなど国際への積極的な

1986 年

情報規格調査会へと改組

情報発信の推進も図ります。

1987 年

ISO/TC 97、IEC/TC 83（情報技術機器）、
IEC/SC 47B（マイクロプロセッサシステム）

情報規格調査会は⽇本の産業界から規格賛助員、
協調関係を結んだ関連業界団体、そして⼤学およ
び公的研究機関の専⾨家を委員として、規格の検
討や各種意⾒の調整・集約をおこないます。⽇本

を統合して ISO/IEC JTC 1 が発⾜
1996 年

当調査会の構造も再編
2010 年

が⽇本の窓⼝として国際の場へ諸⼿続きをおこ
ないます。

社団法⼈情報処理学会から
⼀般社団法⼈情報処理学会に改称

⼯業標準調査会（JISC: Japanese Industrial
Standards Committee、経済産業省が事務局）

JTC 1 の構造改⾰が⾏われ、それに合わせて

⽬的
情報規格調査会は、情報技術全般に関する国際規格の審
議とこれに関する調査研究、また国内規格の審議などを
⾏い、情報技術に関する標準化とその発展に寄与するこ
とを⽬的としています。

運営
規程細則に基づき、運営委員会、規格総会及び規格役員
会によって運営しています。
各活動は、それぞれの委員会によって⾏われています。

財政
規格賛助員の会費及び補助⾦により運営されています。

ISO/IEC JTC 1（情報技術）の専⾨委員会
SC 2 Coded character sets
SC 6 Telecommunications and information exchange between systems
SC 7 Software and systems engineering
SC 17 Cards and personal identification *1
SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces
SC 23 Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage
SC 24 Computer graphics, image processing and environmental data representation
SC 25 Interconnection of information technology equipment
SC 27 IT Security techniques
SC 28 Office equipment *1
SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
SC 31 Automatic identification and data capture techniques
SC 32 Data management and interchange
SC 34 Document description and processing languages
SC 35 User interfaces
SC 36 Information technology for learning, education and training
SC 37 Biometrics
SC 38 Distributed application platforms and services (DAPS)
SC 39 Sustainability for and by Information Technology *2
SC 40 IT Service Management and IT Governance
SC 41 Internet of Things and related technologies
SC 42 Artificial intelligence
*1 審議団体は、⼀般社団法⼈ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）
*2 審議団体は、⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会（JEITA）

標準化活動実績（2017 年度）
ISO/IEC

国際規格

223 件発⾏

⽇本提案

0 件（投票中３件）

委員会開催数

487 回

幹事国引受

SC 2, SC 23, SC 29, SC 34

Chair

WG Convener 8 ⼈

3⼈

国際会議開催数

414 回（うち招致した会議 7 回）、国際会議出席者数のべ 1,090 ⼈

イベント・出版
標準化フォーラム
NEWSLETTER

Project Editor 81 ⼈，103 件

短期集中セミナー

委員会構成（2017 年度）
88 委員会

オブザーバ

118 ⼈

委員

930 ⼈

アドバイザ

69 ⼈

エキスパート

146 ⼈

リエゾン

50 ⼈

委員会

●規格賛助員

●規格準賛助員

アドビシステムズ㈱

ソフトウェアテスト技術振興協会

⽇本マイクロソフト㈱

(有)アイシーティーリンク

伊藤忠テクノソリューションズ㈱

㈱デンソーウェーブ

㈱野村総合研究所

アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド

(⼀社)エコーネットコンソーシアム

㈱東京システムリサーチ

パイオニア㈱

オスカーテクノロジー㈱

沖電気⼯業㈱

㈱東芝

パナソニック㈱

㈱エッジプラス

カシオ計算機㈱

東芝デジタルソリューションｽﾞ㈱

㈱⽇⽴製作所

㈱ガイア・システム・ソリューション

キヤノン㈱

㈱ドワンゴ

富⼠ゼロックス㈱

QUADRAC㈱

㈱クライム

㈱ニコン

富⼠ゼロックスシステムサービス㈱

グーグル㈱

KDDI㈱

㈱ニコンシステム

富⼠通㈱

㈱コスモス・コーポレイション

KPMG コンサルティング㈱

⽇本アイ・ビー・エム㈱

三菱電機㈱

㈱コンピータジャパン
㈱サイバー・ソリューションズ

㈱JVC ケンウッド

⽇本オラクル㈱

㈱メガチップス

㈱シキノハイテック

(⼀財)⽇本情報経済社会推進協会

ヤフー㈱

サイボウズ･ラボ㈱

シャープ㈱

⽇本テレビ放送網㈱

横河電機㈱

JPCERT コーディネーションセンター

(⼀社)情報サービス産業協会

⽇本電気㈱

横浜市役所

㈱寿限無

住友電気⼯業㈱

⽇本電信電話㈱

㈱リコー

㈱SCREEN グラフィックソリューションズ

㈱ソシオネクスト

(⼀財)⽇本品質保証機構

ルネサス エレクトロス㈱

(⼀社) 世界品質戦略研究所

ソニー㈱

⽇本放送協会

（計 47 社）

DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン
⽇本セキュリティ監査協会
⽇本ノーベル㈱
BSI グループジャパン㈱
freee㈱
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム
（計 21 社）

所在地
⼀般社団法⼈情報処理学会 情報規格調査会
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8
機械振興会館 308-3
Tel:

03-3431-2808

Fax: 03-3431-6493

https://www.itscj.ipsj.or.jp/
E-mail: webform@itscj.ipsj.or.jp

アクセス
東京メトロ⽇⽐⾕線

神⾕町駅 1 番出⼝

徒歩 8 分

都営三⽥線

御成⾨駅 A1 出⼝

徒歩 10 分

都営⼤江⼾線

⾚⽻橋 ⾚⽻橋⼝

徒歩 10 分

都営浅草線

⼤⾨駅 A5 出⼝

徒歩 15 分

JR

浜松町駅

徒歩 17 分
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