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標準化のフレームワーク
 TC204の活動（国際）

ISO/TC204はITSの標準化を行う専門委員会として、1992年
に設置され1993年から活動が開始されました。ISOの組織では、
通常、TC（Technical Committee：専門委員会）の下部にSC（Sub 
Committee：分科委員会）、さらにWG（Working Group：作業グ
ループ）が設置されますが、TC204ではTCの下に直接WGが設置
されています。これらの中には、活動開始から現在までの間に休
止・統合されたWGがあり、現在13のWGが活動中です。各WGの幹
事国は合計10 ヶ国であり、このうちアメリカが3つ、日本が2つの
WGを担当しています。

TC204では数多くの国際規格を発行しており、以下にその一覧
を示します。（2022年7月現在）

TC204のスコープ
（原文）
Standardization of information, communication and control systems 
in the field of urban and rural surface transportation, including 
intermodal and multimodal aspects thereof, traveller information, traffic 
management, public transport, commercial transport, emergency services 
and commercial services in the intelligent transport systems (ITS) field.
Excluded:
・in-vehicle transport information and control systems (ISO / TC 22).
Note:
ISO / TC 204 is responsible for the overall system aspects and 
infrastructure aspects of intelligent transport systems (ITS), as well 
as the coordination of the overall ISO work programme in this 
field including the schedule for standards development, taking into 
account the work of existing international standardization bodies.

（参考訳）
都市部および地方部の航空を除く交通に関する、情報、通信、および制御シ
ステムの標準化。それには高度道路交通システム（ITS）の分野におけるイン
ターモーダル／マルチモーダル輸送の側面、旅行者情報、交通管理、公共交
通、商用輸送、緊急時サービス、および商用サービスを含む。
除外対象：車両内における情報および制御のシステム(TC22）
注記：TC204は、既存の他の国際標準化団体の作業を考慮しながら、規格策
定のスケジュールを含むITS分野の全般的なISO作業計画の調整を行うとと
もに、ITSの全般的なシステムおよびインフラの側面について責任を持つ。

TC204の組織
TC204国際議長

事務局	:	SAE	International

	 ワーキンググループ	 コンビーナ

Pメンバー（30カ国）：投票の義務があり作業に積極参加するとともに会議に参加する
オーストラリア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、カナダ、中国、キプロス、チェコ、フィンランド、フランス、 
ドイツ、ハンガリー、インド、イラン、イスラエル、イタリア、日本、韓国、マレーシア、オランダ、ニュージーランド、ロシア、 
ノルウェー、ポルトガル、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

Oメンバー（29カ国）：オブザーバーとして業務をフォローし、コメントの提出と会議出席の権利がある
アルジェリア、ブルガリア、チリ、コロンビア、コンゴ、クロアチア、キューバ、デンマーク、エジプト、エチオピア、ギリシャ、 
香港、インドネシア、アイルランド、メキシコ、モンゴル、モンテネグロ、北マケドニア、パキスタン、フィリピン、ポーランド、 
ルーマニア、サウジアラビア、セルビア、シンガポール、スロバキア、タイ、トルコ、ウクライナ

WG1 : Architecture USA

WG3 : ITS geographic data Japan

WG5 : Fee and toll collection France

WG7 : General fleet management
and commercial/freight Canada

WG8 : Public transport/emergency USA

WG9 : Integrated transport information,
management and contorol Australia

WG10 : Traveller information systems UK

WG14 : Vehicle/roadway warning
and control systems Japan

WG16 : Communications USA

WG17 : Nomadic Devices in ITS Systems Korea

WG18 : Cooperative systems Germany

WG19 : Mobility integration Norway

WG20 : Big Data and Artificial Intelligence 
supporting ITS South Africa

JTC1 （情報技術）

JTC1/SC6 （通信とシステム間の情報交換）

JTC1/SC17 （カード及び個人識別）

JTC1/SC27 （セキュリティ技術）

JTC1/SC42 （人工知能）

TC22 （自動車）

TC22/SC31 （データ通信）

TC22/SC32 （電気・電子部品）

TC22/SC33 （ビークルダイナミクス及びシャシ部品）

TC22/SC39 （人間工学）

TC23/SC19 （農業用電子設備）

TC104 （貨物コンテナ）

TC122 （包装）

TC154 （行政・商業・工業用書式及び記載項目）

TC211 （地理情報）

TC268/SC2 （持続可能なモビリティ及び輸送）

5GAA （5Gオートモーティブ・アソシエーション）

APEC （アジア太平洋経済協力）

DCSA （デジタルコンテナシッピング協会）

ERA （欧州鉄道庁）

ETSI （欧州通信規格協会）

ICAO （国際民間航空機関）

IEEE （電気・電子工学学会） 

ISOC （インターネット協会）

ITU （国際電気通信連合）

OGC （国際地理空間連合）

SAE （米国自動車技術会）

SBS （欧州中小企業標準化団体）

TISA （旅行者情報サービス協会）

ISO内相互リエゾン ISO外リエゾン(A,	B)

規格の分類 発行済みの規格 作業中の規格
IS （国際規格） 186 68
TS （技術仕様書） 65 40
PAS （公開仕様書） 1 0
TR （技術報告書） 59 21
その他 （追補など） 9 0
合計 320 129


