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国際規格
センター

はじめに
市場のグローバル化やEU統合による欧州域内標準化推進を背景に、国際
標準化推進の動きは近年ますます活発化してきています。
また、1995年に設立された世界貿易機構
（ＷＴＯ）
の「貿易の技術的障害に
関する協定（ＴＢＴ協定）」では、物やサービスの国際的流通においては、強制
規格や任意規格が必要な場合には、国際規格をその基礎として用いることを
求めています。
これらの動きの中で、
わが国の高度な鉄道技術や産業も、
これか
らは国際標準化への対応なしには、持続的な発展に支障が生じる可能性が出
てきました。
そのため、今後の日本の鉄道界の利益と更なる発展のため、国
際規格の動向を一元的に把握し、時宜を得た対応を迅速に行っ
ていく必要性が指摘されてきました。政府を中心に国際規格への
対応方法が検討された結果、政府、鉄道事業者、鉄道関連産業
界、規格関連技術協会等の総意により、2010年4月1日、鉄道総
合技術研究所内に鉄道国際規格センターが設立され、活動を開
始しました。
鉄道国際規格センターは、会員制の組織であり、鉄道技術に関
連する広い分野からの会員で構成されています。主な業務としま
鉄道国際規格センター長

しては、鉄道分野の国際規格全般を一元的に管理・審議する活動のほか、将

関 清隆

来の日本の鉄道界の発展に有益な国際規格に関する計画・戦略を検討提案
します。また、情報の収集・発信や、将来に向けて、国際規格関連の人材育成
の支援も行って参ります。
これらの活動を通じて、実績のある日本の鉄道システム・技術が国際規格に
織り込まれている環境を達成するとともに、国内に向けても、鉄道分野の国際
標準化が理解された日本を目指して活動を行って参ります。
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概要と沿革
概要
鉄道ビジネスのグローバル化が急速に進展しつつある今日、国際規格を戦略的に利用することの重要性が
益々認識されてきています。新幹線に代表される日本の高速鉄道の運行や高密度都市鉄道旅客輸送を支える
優れた技術を世界に広め、安全で環境負荷の小さい鉄道ネットワークを構築することは、国内の鉄道事業及び産
業の発展に寄与するのみならず、多くの国々の社会生活レベルの向上や地球環境の維持にとって重要なことで
あります。
このような社会情勢の中、政府の国際標準化戦略の方針のもと鉄道の国際規格戦略の検討等を行う「鉄道
技術標準化調査検討会」で示された方針に基づき、鉄道に関する国際規格の審議に広くまた一元的に対応す
るため、鉄道国際規格センターが設立されました。
また、2012年7月には、設立時のIEC/TC 9国内審議団体、ISO/TC 17/SC 15国内審議団体に加え、新たに
設置されたISO/TC 269の国内審議団体も鉄道国際規格センターが引き受けることとなりました。
これにより、ISO分
野に対する支援体制が強化されました。
鉄道国際規格センターは、国内の鉄道事業者、鉄道関連産業界、国内規格審議団体等の会員の支援により
運営されており、
「国際規格の審議・提案」、
「国際標準化の戦略的検討」、
「国際規格に関する情報収集と
発信」等を活動の中心としています。
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センターの担当範囲

国内審議団体
鉄道関係の事務局

鉄道国際規格センターの業務担当範囲（2016年4月現在）

沿革
1995年 1月
2000年10月

世界貿易機関（WTO）
が設立
運輸省（当時）内に国際規格調査検討会を設置

2001年 7月

鉄道総研内に「国際規格調査課」
を設置して、国際規格調査検討会とIEC/TC 9の事務局
業務を開始
IEC/TC 9の国内審議団体を
（社）電気学会より鉄道総研に移管
鉄道総研内の「国際規格調査課」
を「国際規格調査センター」に改称
鉄道総研内に「鉄道国際規格センター準備室」
を発足
鉄道総研内に「鉄道国際規格センター」
を発足
ISO/TC 17/SC 15の国内審議団体を
（社）
日本鉄道施設協会より鉄道総研に移管
鉄道総研が公益財団法人に移行
ISO/TC 269の国内審議団体を引き受け
②
ISO/TC 269/SC 1, 2, 3の国内審議団体を引き受け
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目的と事業
目的
鉄道国際規格センターは、戦略的に鉄道関連の国際標準化に取り組むことにより、
わが国の鉄道輸送の
さらなる安全確保と鉄道産業の一層の発展を図り、
もってわが国の社会経済の発展に寄与することを目的と
しています。

事業
鉄道国際規格センターでは、主に次の業務を行っています。
鉄道分野の国際規格に関する原案作成業務
鉄道分野に係わる国際標準化提案業務
鉄道分野の国際規格について、IEC及びISOの国内審議団体としての活動業務
鉄道分野の国際規格に関する戦略・計画検討提案業務
鉄道分野の国際規格の適用に向けた国内標準化に関する提案業務
鉄道分野の国際規格に関する情報の収集･分析及び関係者への情報の提供業務
鉄道分野の国際標準化に向けた日本の鉄道技術に関する情報の海外への発信業務
鉄道分野の国際標準化に対する鉄道関係者の認識向上及び人材育成活動業務
鉄道分野の国際標準化に関する海外関係者との連携推進活動業務

ISO/TC 269総会（2013年 東京）

③

運営と組織
運営
鉄道国際規格センターの運営方針は、公益財団法人鉄道総合技術研究所の理事会及び評議員会により
機関決定がされますが、鉄道国際規格センターが開催する
「企画運営協議会」、
「会員連絡会」及び「国際標
準化戦略・計画会議」における審議結果を尊重して業務運営が行われます。また、国際規格の具体的な技術
内容を検討するための「規格審議委員会」
を開催しています。
「企画運営協議会」は、会員の代表者によって構成される会議で、鉄道国際規格センターの事業計画、事
業報告、収支予決算、会員の入退会等について審議を行っています。
「会員連絡会」は、鉄道国際規格センターの運営について、会員に報告するとともに、同一の事業分野に属
する会員相互間の意見交換を行うために開催しています。
「国際標準化戦略・計画会議」は、会員と国際規格に対する戦略・計画について検討や情報交換を行う
ために開催しています。その結果に基づき、必要に応じて「鉄道技術標準化調査検討会」に提案・報告を行
っています。
「規格審議委員会」は、IEC/TC 9国内委員会、ISO/TC 269国内委員会、ISO/TC 269/SC 1,2,3国内
委員会、ISO/TC 17/SC 15国内委員会等、個々の国際規格の技術内容について審議するために開催して
います。

組織
鉄道国際規格センターの位置付けは次に示すとおりで、関係各所と密に連絡を取りながら運営されていま
す。

鉄道技術標準化
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国土交通省

連携

日本工業標準調査会
委嘱

提言
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企画運営協議会
会員連絡会
国際標準化
戦略・計画会議

経済産業省

規格審議
委員会

鉄道国際規格センター（RISC）

会員（135団体）
2016年現在

・鉄道事業者
・鉄道産業界
・関係協会等

鉄道総合技術研究所（RTRI）
鉄道国際規格センターの位置付けと関連会議

④

活 動
国際規格審議
国内委員会や各種国内作業部会を開催し、
各規格案への対応について審議しています。
IEC/TC 9
IEC/TC 9で活動中の主な作業部会には、次に挙げるようなものがあります。（2016.4現在）

WG 40
WG 43
WG 46
PT 62846
PT 62848-2
PT 62864-1
PT 62888
PT 62912-2
PT 62924
PT 62928
PT 62973
PT 62995
MT 60077
MT 61991
MT 62236
MT 62486

輸送システムの管理と指令（UGTMS）（IEC 62290-3）
列車内情報制御伝送系（TCN）（IEC 61375シリーズ）
車上用マルチメディアシステム（IEC 62580-1～2）
パンタグラフと架線の動的相互作用の測定方法（IEC 62846）
直流避雷器と電圧制御装置－第2部：電圧制限装置（IEC 62848-2）
車上電力貯蔵システム－第1部：シリーズハイブリッドシステム（IEC 62864-1）
車上のエネルギー測定（IEC 62888）
ばね式直流信号用リレー（IEC 62912-2）
地上電力貯蔵システム（IEC 62924）
車両用リチウムイオン電池（IEC 62928）
補助回路用バッテリー（IEC 62973）
車両配線ぎ装のルール（IEC 62995）
鉄道車両用電気品（IEC 60077）
車両の電気的危険性に関する防護（IEC 61991）
電磁両立性（IEC 62236-1～5）
架線－パンタグラフの相互作用の基準値（IEC 62486）

ISO
ISO/TC 269をはじめとして、現在審議中の主な規格には、次に挙げるようなものがあります。（2016.4現在）

TC
TC
TC
TC
TC
TC

108/SC 2
204/WG 8
269/WG 1
269/WG 2
269/WG 3
269/WG 4

鉄道による地中からの振動（ISO 14837シリーズ）
相互運用可能な運賃管理システム（ISO 24014シリーズ）
ブレーキ性能の計算（停止、減速及び留置ブレーキ）（ISO 20138-1）
車両用空調システム（ISO 19659-1～2）
鉄道プロジェクト計画手順（ISO/TR 21245-1～2）
車両リサイクル（ISO 21106）

戦略計画検討
戦略に関する意見集約
国際標準化に関して国の施策を反映するとともに、会員ニーズを的確に把握し、合意形成プロセスを整理しな
がら戦略の深度化を図ります。

日本からの提案事項の検討
日本の優れた技術を的確に抽出し、国際標準化の提案を促進します。

⑤

情報の収集と発信

国際規格に関する情報の収集･分析及び提供
●ISO及びIECの鉄道関連規格について、審議・発行状況を収集し、情報提供します。
●欧州規格を中心に、海外の標準化動向を収集・分析し、情報提供します。
●欧州や米国・アジア地域の標準化担当者との情報交換を行います。

日本の鉄道技術に関する情報の海外への発信
●日本の鉄道技術をベースに、国際標準化の提案を行います。
●国内の国際標準化活動について英文ホームページで紹介します。

人材育成

講習会開催
●鉄道関係者を対象にした国際規格セミナーを開催します。
●個別の国際規格及び関連技術をテーマとした講習会を開催します。

国際規格セミナーの状況

⑥

会 員
会員の種別
鉄道国際規格センターの会員は、次に示す７種別の会員により構成されます。
種別

内容

1

鉄道国際規格センターに会費を納める法人及び団体（一般会員）

2

鉄道国際規格センターに要員を派遣する法人及び団体

3

鉄道総研に負担金を納めている北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、
東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、
日本貨物鉄道株式会社

4

鉄道関連の法人及び団体を通じて賛助金を負担する法人及び団体

5

規格審議にあたり技術者等を派遣して個別規格の審議を支援する法人及び団体

6

関連する国内規格の作成を担当している法人及び団体

7

その他特に企画運営協議会が適当と認めた法人及び団体

入退会
入会を希望される方は、入会申込書を公益財団法人鉄道総合技術研究所会長宛に提出して頂きます。
また、退会を希望される方は、退会届を同様に公益財団法人鉄道総合技術研究所会長宛に提出して頂きます。
会員の入退会は、企画運営協議会にて審議が行われます。

会費
一般会員は、鉄道国際規格センターの定める年間あたり一口以上の会費をお支払い頂きます。
会費：一口9万6千円（別途、消費税を申し受けます）

会員の特典
会員の特典は、主に次に挙げるものです。
規格審議状況情報の閲覧
IEC及びISO 規格等の情報の閲覧
国内規格の英訳版の情報の閲覧
講習会、講演会への参加
国際会議等の情報の閲覧

⑦

経 理
会計
鉄道国際規格センターの経理処理は、
「 公益法人会計基準」、
「 鉄道総研定款」、
「 鉄道国際規格センター規
程」、
「鉄道総研経理規程」、
「鉄道総研経理事務標準」及びその他関係法令に基づき行っています。
また、鉄道国際規格センターの事業は、鉄道総研が行う他の事業とは区分して経理しています。
主な収入は、会費、JR負担金及び国等からの助成金です。

参考
鉄道総研の概要
鉄道総合技術研究所は、
日本国有鉄道が行っていた研究開発を承継する法人として1986年12
月10日に運輸大臣（現、国土交通大臣）
の許可を得て設立されました。1987年4月1日より日本国有
鉄道の分割・民営化によるJR各社の発足と同時に本格的な事業活動を行っています。
また、公益法人制度改革に基づき、内閣総理大臣から認定を受け、2011年4月1日付けで公益財
団法人に移行しました。
鉄道技術及び鉄道労働科学に関する基礎から応用にわたる総合的な研究開発、調査等を行っ
ています。

主な事業
・ 鉄道技術及び鉄道労働科学に関する研究開発
・ 鉄道及びこれに関する技術及び科学の調査
・ 鉄道の技術基準に関する原案作成
・ 鉄道及びこれに関連する図書、資料及び情報の収集及び公開
・ 鉄道及びこれに関連する技術及び科学の振興に関する出版及び講習会の開催
・ 鉄道及びこれに関連する技術及び科学に関する診断、助言及び指導
・ 鉄道及びこれに関連する国際規格に関する原案作成及び標準化の提案
・ 鉄道及びこれに関連する技術及び科学に関する資格認定
・ 上に掲げる事業以外で委託された研究開発

活動の基本方針
①鉄道のイノベーションを目指すダイナミックな研究開発の実施
②総合力を発揮した高い品質の研究成果の創出
③技術的良識に基づく信頼される活動
④鉄道の海外展開への支援と国際的プレゼンスの向上
⑤生きがいを持てる働きやすい環境作り

⑧

参考
国際規格の制定機関
国際規格を制定する主な機関には、次の３団体があります。
IEC (国際電気標準会議)

電気電子・システム分野

ISO (国際標準化機構)

一般分野

ITU (国際電気通信連合)

通信分野

鉄道分野の国際規格は、IECとISOで多く制定されています。

IEC（International

Electrotechnical Commission）

IECには鉄道分野の専門委員会TC 9（ 鉄道電気設備とシステム専門委員会）
が設置さ
れています。TC 9は、投票の権利・義務のある正規（P）
メンバーが日本を含めて27ヶ国、
オブ
ザーバー13ヶ国が参加し、機器の性能規格に留まらず、近年は鉄道システム全体に関わる規
格制定にも重点を置いて活動しています。TC 9では、90件以上の発行済み規格と多くの規
格開発プロジェクトを担当しています。

ISO（International

（2016.4現在）

Organization for Standardization）

2012年4月、ISOにもTC 269（ 鉄道分野専門委員会）
が設置されました。TC 269では、鉄
道の包括的な規格及び個別製品の規格が対象となります。2016年4月には、TC 269内に
SC 1（インフラストラクチャ）、SC 2（ 車両）、SC 3（オペレーション＆サービス）
の各分科委員会
が設立されました。
また、TC 17/SC 15分科委員会においては、
レールや鉄道車両用鉄鋼材料の規格開発
を扱っています。その他のISO規格は、
それぞれ関連する技術分野の専門委員会において
個別に審議されています。
ISO規格には、上記の他に騒音測定法や共通運賃管理システム等、鉄道に関連する主
要な規格が約30件あります。

（2016.4現在）

国際規格 ISO、IEC
地域規格 CEN、CENELEC
国家規格 JISC、BSI、DIN
団体規格 IEEE、UIC
規格の階層別の作成機関例

⑨

※注：CEN
：欧州標準化委員会（European Committee for Standardization）
CENELEC：欧州電気標準化委員会（European Committee for Electrotechnical Standardization）
JISC
：日本工業標準調査会（Japanese Industrial Standards Committee）
BSI
：英国規格協会（British Standards Institution）
DIN
：ドイツ規格協会（Deutsches Institut fur Normung）
IEEE
：米国電気電子学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers）
UIC
：国際鉄道連合（International Union of Railways）

日韓情報交換会
（2014年10月 仙台）

ISO/TC 269/WG 3（鉄道プロジェクト）
国際会議
テクニカルビジット
（2015年2月 東京）

IEC/TC 9/CAG（議長諮問グループ）
国際会議
（2015年4月 東京）

●連絡先
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町3-8-5 千代田JEBL 3階
公益財団法人 鉄道総合技術研究所
鉄道国際規格センター
TEL：03（6862）
7551 FAX：03（6862）
7550
E-mail：iecjnc@rtri.or.jp
URL：http://risc.rtri.or.jp/risc/index_J.jsp

⑩

鉄道国際規格センター

URL：http://www.rtri.or.jp/index_J.html
2018.10

