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標準化教育プログラム [個別技術分野編ー電気電子分野］

第１３章 標準化作業を支援するツール
IEC国際会議における

会議支援情報システムを例として

2007年2月28日
千葉大学 檜垣泰彦

（標準講義時間 90分）

本資料は，経済産業省委託事業である
「平成１８年度基準認証研究開発事業
（標準化に関する研修・教育プログラムの
開発）」の成果である。
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◆ 解 説
標準化教育プログラム［個別技術分野編電気電子分野］
標準化作業を支援するツール
IEC国際会議における会議支援情報システムを例として

千葉大学 檜垣泰彦

【目的】
本教材では，電気電子分野における代表的標準化組織のひとつであるIECが，毎年開催している国際会議（IEC大
会）用の会議支援情報システムの構築を通して，国際標準化作業の舞台である国際会議について，その雰囲気を
感じ取るとともに興味を持ち，標準化活動に対する理解を深めることを目的としている。またその結果，標準化に携わ
る人材が育成されることを期待している。
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1 電気電子分野における代表的標準化組織であるIECについて学ぶ。

2 その標準化作業の具体例であるIEC国際会議の詳細について学ぶ。

3 標準化作業を効率よく行うための情報システムについて考察する。

4 国際会議を支援する情報システムの設計について学ぶ。

5 情報システムの設計を通じて，実際の国際会議の運営について理解を深める。

6 情報システム自身を具体的標準化の一事例と捉え考察する。

キーワード： 国際標準化

学習のねらい ・・・・・ 第13章 標準化作業を支援するツール
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◆ 学習のねらい

1 電気電子分野における代表的標準化組織であるIECについて学ぶ。

電気電子分野における標準化組織としては，IEC，ISO，ITUなどがあるが，ここではIEC（国際電気標準会議）を取り上げ，その

概要を学ぶ。

2 その標準化作業の具体例であるIEC国際会議の詳細について学ぶ。

標準化作業は会議で検討され取りまとめられる。IECにおける標準化に関連した各種会議について学ぶ。その雰囲気を感じさ

せ興味を持たせる。

3 標準化作業を効率よく行うための情報システムについて考察する。

標準化の具体的作業である会議を効率よく開催・運用するための情報システムについてその持つべき機能について考察する。

4 国際会議を支援する情報システムの設計について学ぶ。

IECの国際会議における会議支援情報システムの設計例について機能的な面を中心に学ぶ。

5 情報システムの設計を通じて，実際の国際会議の運営について理解を深める。

国際会議の情報システムを設計することを通じて，実際の国際会議の運営について，より具体的に深く理解することができ，そ

の結果，国際会議の効率的な遂行の実現が期待できる。

6 情報システム自身を具体的標準化の一事例と捉え考察する。

ここではIECという組織において標準化された会議支援情報システムについて扱うが，このシステム自体の標準化の可能性につ

いて検討を促す。



標準化作業を支援するツール 3

1 IECと大会

2 会議の種類

（トピックス1ー各大会の様子）

3 大会の参加登録の仕組み

4 会議出席登録者情報

5 会議出席登録者間の情報交換のための仕組み

（トピックス2―InfoSysの開発と発展）

6 会議文書

7 会議文書の電子化

8 会議支援情報システムのその他の機能

9 まとめ

演習問題A（基礎問題）

演習問題B（応用問題）

参考資料

目 次 ・・・・・ 第13章 標準化作業を支援するツール
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◆ 目次

1 IECと大会

IECという組織とIEC大会についての概説を行う。

2 会議の種類

IEC大会で開催される会議の種類とその役割を説明する。

（トピックス1―各大会の様子）

1999年京都，2000年ストックホルム，2001年フィレンツェ，2003年モントリオールの大会について，期間，参加者，開催会議数，
関連写真を紹介する。

3 大会の参加登録の仕組み

大会への参加ルールを説明し，参加登録を実現するための仕組みについて問う。解答例として実際のIEC大会で用いられてい
るシステムの参加登録の仕組みを紹介する。

4 会議出席登録者情報

大会の参加登録情報の応用例として，各会議の出席登録者一覧の作成例を示す。

5 会議出席登録者間の情報交換のための仕組み

連絡事項伝達のための仕組みを問い，解答例としてIEC大会のシステムで用いられている会議出席登録者間の情報公開の仕
組みを示す。

（トピックス2―InfoSysの開発と発展）

IEC大会における会議支援情報システムであるInfoSysの開発と発展について紹介する。

6 会議文書

従来方式の会議文書について紹介する。

7 会議文書の電子化

会議文書の電子化について問い，その解答例としてIEC大会のシステムで用いられている電子的会議文書配布の方式につい
て紹介する。

8 会議支援情報システムのその他の機能

その他，会議支援情報システムが持つべき機能を問い，IEC大会のシステムに実装されている機能を紹介し，実装されるべき機
能について考察する。

演習問題BではIECという組織で標準となった会議支援情報システムのさらなる標準化について考える設問を用意している。時
間の都合で８については省略しても差し支えない。また，同様に６～8以降を省略して用いることも可能である。
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1 IECと大会

IECとは

– IEC (International Electrotechnical Commission)

国際電気標準会議

– 各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関

– 電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている

– 1906年に設立

IEC大会とは

– 大会(GM: General Meeting)

– 51の国の国内委員会(NC: National Committee)が持ち回りで開催

– 100～200程度の各種会議が1～2週間に亘って開催

– 参加者1,000～1,500人程度

– 電気電子及び関連分野の専門家が集結

IECマーク

〔出所： IECホームページ

http://www.iec.ch/〕
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◆ 指導のポイント

IECという組織とIEC大会について説明し概要を理解させる。

◆ 解 説

IEC (International Electrotechnical Commission：国際電気標準会議)はISO（国際標準化機構），ITU（国際電気通
信連合）と並ぶ国際標準化機関の一つであり，主に電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている。
1906年に設立され，2006年には100周年を迎えた。

IEC大会(GM: General Meeting)は会員である国内委員会(NC: National Committee)が持ち回りで毎年1回開催す
る会議の集まりで， 100～200程度の各種会議が1～2週間に亘って開催される。参加者は1,000人から1,500人程
度に及び，電気電子及びその関連分野の専門家が終結する。

◆ 参考資料

IECについて

1) JISCのホームページ http://www.jisc.go.jp/international/iec-guide.html

2) IECのホームページ http://www.iec.ch/
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2 会議の種類① ―意思決定機関，標準管理評議会
意思決定機関

–総会(C: Council)

+会員は，専門家を含めて４名まで出席することができ，評議会メンバーを持
つ会員は評議会メンバーを含めて５名まで出席できる。

–評議会(CB: Council Board)

+IEC役員および，総会で選出された投票権を持つ15名のメンバーで構成

標準管理評議会(SMB: Standardization Management Board)

–TC（専門委員会）の設置及び改廃

–TCの幹事国割当及び議長の任命

–TCの業務調整

–委員もしくは指名されている代行委員と1名の専門家のみ出席可能

p.5

◆ 指導のポイント

IECにおける会議の種類について説明する。数多く存在する会議の中から，この教材における今後の展開に関連
するものを選んで説明する。

◆ 解 説
IECの意思決定機関は総会(C: Council)と評議会(CB: Council Board)である。総会は全会員団体の代表で構成さ

れるIECの最高決議機関である。評議会は総会の直下に位置し，IEC総会の政策を実行し，政策の立案を行う。
評議会は意思決定機関であり，IEC役員および，総会で選出された投票権を持つ15名のメンバーで構成される。
分担金の多い仏，独，英，米，日の５ケ国は評議会に必ずメンバーを出すことになっている。標準管理評議会
(SMB)はTC（専門委員会）の設置及び改廃， TCの幹事国割当及び議長の任命， TCの業務調整などの業務を
行い，IECの技術に関する業務の円滑化を図る。

◆ 参考資料
IECについて

1) JISCのホームページ http://www.jisc.go.jp/international/iec-guide.html

2) IECのホームページ http://www.iec.ch/
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2 会議の種類② ―専門委員会，分科委員会

専門委員会(TC: Technical Committees)

–標準管理評議会（SMB）が承認した作業範囲で作業計画を立案

–作業を実行して国際規格を作成

–全ての国内委員会は，ＴＣの業務に参加する権利と国際規格案投票の権利を有
する

分科委員会(SC: Subcommittees)

–標準管理評議会（SMB）の承認のもとに親ＴＣにより設置

作業グループ(WG: Working Groups)

–ＴＣ又はＳＣの作業範囲内の特定の作業を行うことを目的に設置

–個々に任命を受けた専門家によって構成

その他

p.6
◆ 解 説

専門委員会(TC: Technical Committees)は標準管理評議会（SMB）が承認した作業範囲で作業計画を立て，その
作業を実行して国際規格を作成する。全ての国内委員会は，ＴＣの業務に参加する権利と国際規格案投票の権
利を有する。

分科委員会(SC: Subcommittees)は標準管理評議会（SMB）の承認のもとに，親TCにより設置される。作業グルー
プ(WG: Working Groups)はTC又はSCの作業範囲内の特定の作業を行うことを目的にTC又はSCにより設置され，
個々に任命を受けた専門家によって構成される。

◆ 参考資料
IECについて

1) JISCのホームページ http://www.jisc.go.jp/international/iec-guide.html

2) IECのホームページ http://www.iec.ch/
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2 会議の種類③ ―TC/SCの例

水車TC 4

鉄道用電気設備とシステムTC 9

液体及び気体誘電体TC 10

アルカリ蓄電池および酸を含まない蓄電池SC 21A

蓄電池TC 21

電力ケーブルTC 20

ケーブル及びケーブルの敷設SC 18A

船舶並びに移動及び固定式海洋構造物の電気設備TC 18

架空送電線路TC 11

電子部品のデータ要素SC 3D

機器・装置用図記号SC 3C

情報構造，ドキュメンテーション及び図記号TC 3

回転機TC 2

用語TC 1

名称TC/SC

〔出所： JISCホームページ http://www.jisc.go.jp/iec-tc.html〕
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◆ 解 説

専門委員会(TC)，分科委員会(SC)の例を示す。ここに示したのはごく一部であり，全部で200近いTC/SCが存在す
る。

TC，SCの名称のつけ方について：

数字部分が分野を表しており，TCの場合は“TC”の後ろにこの数字を伴って表記する。SCの場合は，“SC”の後に
この数字を伴い，その後に分科を表すアルファベットが続く。

◆ 参考資料
表はJISCのホームページ “TC名称（IEC）”の一部。

http://www.jisc.go.jp/international/iec-tc.html
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トピックス1ー各大会の様子①
1999年 京都（日本）
期間 12日間
参加者 1,493人
開催会議数 178

2000年 ストックホルム（スウェーデン）
期間 12日間
参加者 1,075人
開催会議数 96

2001年 フィレンツェ（イタリア）
期間 7日間
参加者 1,068人
開催会議数 115

2003年 モントリオール（カナダ）
期間 6日間
参加者 1,122人
開催会議数 93

ビジネスセンター 会場：ノラ・ラテン

情報システム用サーバ 会議の様子

〔出所： "Design and Development of International Conference Support System for IEC General Meetings", Proc. of CCCT 2004, V, pp.281-288 〕

p.8
◆ 指導のポイント

実際のIEC大会の様子を紹介することでより具体的なイメージを与えると同時に，国際標準作成の舞台への興味を
持たせる。

◆ 解 説

1999 年の第63 回大会は京都の京都国際会議場で10 月18 日から29 日の12日間開催された。主催は日本におけ
るIEC 国内委員会である日本工業標準調査会（JISC: Japanese Industrial Standards Committee）である。この総会は，
1906 年からのIEC の歴史で最大のもので，53 の国から，1,493 人，178 の会議が開催された。写真は会場内に設
置されたビジネスセンターの様子。

2000 年の第64 回大会はスウェーデンのストックホルムで開催され，その会期は9 月11 日から22 日の12 日間で
あった。会場はノラ・ラテン国際会議場で，50ヶ国から1,075 人の参加があった。主催国委員会はスウェーデンのIEC 
国内委員会であるSEK(Svenska Electriska Kommissionen) である。写真は会場となったノラ・ラテン国際会議場。

2001 年の第65 回大会はイタリアのフィレンツェで10 月14 日から20 日の7 日間というこれまでより短い会期で開催
された。会場はFirenze Expo & Congress で54 の国から1,068 人が参加した。主催国委員会はイタリアのIEC 国内委
員会であるCEI(Comitato Elettrotecnico Italiano) であった。写真は会議支援情報システムのサーバ。

2003 年の第67 回大会はモントリオールで10 月12 日から17 日の6 日間開催された。会場はPalais des 
Congrès de Montréalで51 の国から1,122 人が参加した。主催国委員会はカナダのIEC 国内委員会である
SCC(Standard Council of Canada) であった。写真は会議の様子。

◆ 参考資料
各データ及び写真は以下からの引用。

Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Design and Development of International 
Conference Support System for IEC General Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-8-
17 Austin, Texas, USA)
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トピックス1ー各大会の様子②

①会議の様子（モントリオール大会） ②会議の様子（モントリオール大会）

③ビジネスセンターの様子
（モントリオール大会）

④開会式でのイベント
（ストックホルム大会）

⑤ディナーでの情報交換
（フィレンツェ大会）

⑥会議の合間をぬって行われる
テクニカルツアー（モントリオール大会）

〔写真：千葉大学池田研究室〕

p.9
◆ 解 説

写真①②：モントリオール大会における会議の様子。②は講演に近い。何れもプロジェクタを用いてPCの画面をス
クリーンに映し出して説明を進めている。①では各出席登録者が自分のノートPCで資料を見ながら会議を行ってい
る。

写真③：モントリオール大会のビジネスセンターの様子。自由に利用できるPCが各ブースに用意されている。又は
自分のノートPCを利用できるよう，電源と情報コンセントが用意されている場合もある。各参加者は必要な資料を会
議支援システムから各自のノートPCにダウンロードする。プリンタも用意されており，必要に応じて資料を各自でプリ
ントアウトして会議に臨むこともできる。

写真④：ストックホルム大会の開会式でのイベント（演奏会）の様子。ストックホルム大会では開会式はノーベル賞の
授賞式が行われることで有名なシティホールで行われた。このように開会式や歓迎会は多くの出席登録者を迎え，音
楽の演奏などを伴い華やかに行われる。

写真⑤：ランチやディナーの時間を使って情報交換が行われる。

写真⑥：会議の合間をぬって近隣設備や会社などへのテクニカルツアーが行われる。

◆ 参考資料

IECのロゴはIECのホームページより引用。①～⑥の写真は千葉大学池田研究室撮影。

IECのホームページ http://www.iec.ch/
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3 大会の参加登録の仕組み① ―問い

会議への参加者

–上層部会議

+中央事務局が指名

–専門委員会等

+各国国内委員会が指名

–総会

+規定に基づき各国国内委員会が指名

+国内委員会の長の他3名まで。但しCBメンバーを含む場合は4名まで。

【問い①】毎年行われる大会への参加登録を
情報システムにより行う仕組みを考えなさい

–出席すべき人が，出席すべき会議に適切に参加登録するためには
どのような仕組みを用いれば良いか。

p.10

◆ 指導のポイント

与えられた問いをきっかけとして会議出席の指名権について理解し，それを満たす参加登録を行う仕組みを考えさ
せる。

◆ 解 説

IECの大会で開催される各会議への参加者は，CBなどの上層部の会議については中央事務局が指定する。また，
TC，SC，WGなどでは各国の国内委員会が指定する。総会についても規定に基づき各国国内委員会が指定するが，
参加の人数制限がある。具体的には，国内委員会の長のほか3名までであるが，CBメンバーを含む場合は4名まで
である。

【問い①】毎年行われる大会へは1,000人～1,500人もの参加者がある。これらの参加者の受付をインターネットを通
じて行う仕組みを考える。上に記した参加者の指名の権限の種類や人数制限の方法がポイントとなる。
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3 大会の参加登録の仕組み② ―解答例

実際のIECの大会ではRegSysという登録システムが用いられている

【問い①の解答例】

1. 大会参加の可能性のある人にRegSysログイン用のIDとパスワード
（country ID/password）を各国国内委員会経由で配布する。

2. 各国国内委員会と中央事務局へ「マネージャ」用IDとパスワード
（manager ID/password）も配布する。

3. 大会参加者はcountry ID/passwordを用いてRegSysをアクセスし，
基本的参加者情報と出席する会議を仮登録する。

4. マネージャはmanager ID/passwordを用いてRegSysをアクセスし，
仮登録された自分が担当する参加者を確認し，本登録として承認する。

p.11

◆ 指導のポイント

実際にIECの大会で用いられている情報システムRegSysに基づく解答例を示すことでその設計について説明する。

◆ 解 説

実際のIEC大会では2003年のモントリオール大会よりRegSysという登録システムが用いられている。そのシステムに
よる参加登録の仕組みを解答例として示す。もちろん別の解答も考えられる。演習問題Bの1を参照。

【問題①の解答例】

1. 主催国の国内委員会は各国の国内委員会にcountry ID/passwordと呼ばれるRegSys用のログインID・パスワード
を配布する。各国の国内委員会はこれを大会参加の可能性のある範囲に配布する。country ID/passwordは各
国国内委員会毎に異なるものが割り振られる。

2. 主催国の国内委員会は各国の国内委員会と中央事務局にマネージャ用のIDとパスワード（manager 
ID/password）を配布する。このID/passwordもそれぞれ異なるものが割り振られる。

3. 大会参加者は国内委員会から配布されたcountry ID/passwordを用いてRegSysをアクセスし，氏名や所属，連絡
先などの基本的参加者情報と，出席する会議を登録する。これらの情報はこの時点では「仮登録」であり，次のマ
ネージャからの承認を受けて初めて有効な登録となる。

4. マネージャは適当なタイミングでmanager ID/passwordを使ってRegSysにログインし，自分の担当する仮登録者に
ついて，適切な参加者であるか，出席する会議は適切であるかをチェックし，問題がなければこれを本登録として
承認する。

◆ 参考資料

Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Design and Development of International 
Conference Support System for IEC General Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-
8-17 Austin, Texas, USA)
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会議1
会議2
会議3 -

-
-

参加者1 (国1)

会議2
会議3 -

-

参加者2 (国2)

会議1
会議2 -

-

参加者3 (国1)

参加者1 A
参加者3 A

会議1

参加者1 A
参加者3 D
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参加者2 A

会議2
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会議2参加者1
会議3参加者1
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(a) リクエスト

(b) マネージャによる
承認処理

(c) 結果

InfoSys

データ転送

D

A 承認

非承認

RegSys

3 大会の参加登録の仕組み③ ―RegSysによる参加登録

(d) 会議出席
登録者リスト

〔出所： "Design and Development of International Conference Support System for IEC General Meetings", Proc. of CCCT 2004, V, pp.281-288 〕

p.12

◆ 指導のポイント

RegSysによる大会参加登録の仕組みを図を用いて具体的に分かりやすく説明する。

◆ 解 説

(a) リクエスト

参加者は各国の国内委員会から配布されたcountryID/passwordを用いてRegSysにログインし，参加登録を行う。こ
のとき，自分が出席登録する会議を選択し，仮登録を行う。図は“国1”の国内委員会からの参加者1，参加者3，“国
2”からの参加者2が会議1,2,3について仮登録を行った状態である。

(b) マネージャによる承認処理

各国国内委員会にはマネージャ用のmanagerID/passwordが配布されており，これを使ってRegSysにログインすると
図の(b)に示すように自分の担当する国からの参加者のリクエストを一覧できるようになっている。マネージャはそれぞ
れのリクエストに対して，適切な参加リクエストであるか，また，各会議への参加人数は適切であるかをチェックし，問
題なければ承認(A)し，適切でないリクエストは非承認(D)の状態に設定する。

(c) 承認

承認処理の結果，各会議への出席登録者が確定する。

(d) 会議出席登録者リスト(InfoSys)

RegSysにより確定した会議出席登録者リストは，会議情報システムInfoSysに転送され，利用される。

このInfoSysは会議開催中に大会参加者が使用する情報システムで，IEC大会に関連した各種の支援を行うための
情報システムである。InfoSysについては，これからその機能について具体的に説明していく。

◆ 参考資料

図は以下からの引用の和訳

Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Design and Development of International 
Conference Support System for IEC General Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-8-
17 Austin, Texas, USA)
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4 会議出席登録者情報

大会の参加登録情報を元に各会議の出席登録者リストを作成することができる。

①会議の出席登録者

②参加登録者の情報

p.13

◆ 指導のポイント

参加登録者情報・各会議の出席登録者一覧を元に，大会参加登録で得られる情報についてさらに理解を深める。

◆ 解 説
会議支援情報システムInfoSysに転送された会議出席登録者情報をもとに図に示すような各会議の出席登録者リス

トを作成することができる。①では会議SC 3Cの大会参加登録IDと氏名，国の情報が表示されている。また，②に示
すように必要に応じて参加登録時に登録した所属や電子メールアドレス，電話番号，住所などの連絡先の情報を個
人別に表示することが可能である。また，開催日時や場所などの出席する会議についての情報も適切に表示される。
これらの情報は大会会場内から参加者が閲覧できるようにする。また，必要に応じて，会場外からインターネットを通
じて閲覧できるようにすることも可能である。

◆ 参考資料

ハードコピーはモントリオール大会で用いたInfoSysによるもの。千葉大学池田研究室作成。
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5 会議出席登録者間の情報交換のための仕組み① ―問い

連絡事項

–各会議出席登録者へ

–大会参加者全体へ

–特定の参加者へ

従来はメッセージボードや
ピジョンホールを用いて

メッセージを伝えていた

【問い②】連絡事項伝達のための仕組みを考えなさい

–ポイント：速やかに効率よく必要な情報を伝達できる仕組みを
会議支援情報システムの一部として設計する。

メッセージボード（京都大会） ピジョンホール（京都大会）

〔写真：千葉大学池田研究室〕

p.14

◆ 指導のポイント

会議情報システムの連絡事項伝達のための仕組みを問うことにより，会議出席登録者間の情報公開の仕組みを考
えさせる。

◆ 解 説

大会の参加者全員，各会議の出席登録者に対しての連絡が必要となる場合がある。会議の開催場所や開催スケ
ジュールの変更などはその会議の出席登録者に通知する必要がある。会場の案内や大会参加者全員への連絡は
登録者全員に通知する必要がある。また，特定の参加者への連絡が必要となる場合もある。このような連絡は従来は
メッセージボードへの掲示や，ピジョンホールへのメモの配布などで行われた。参加者は注意してメッセージボード
やピジョンホールの自分のボックスを頻繁に見ることが要求された。【問い②】をきっかけとして情報システムを用いて，
これに代わる仕組みを実現する方法について考察する。考えるポイントとして，速やかに効率よく必要な情報を伝達
できる仕組みを会議支援情報システムの一部として設計することが挙げられる。これまでの流れの中では，会議情報
システム用のIDの発行について触れていないので，その部分を含めて考察する。

◆ 参考資料

写真は千葉大学池田研究室による撮影。
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5 会議出席登録者間の情報交換のための仕組み② ―解答例

【問い②の解答例】

1. 大会参加登録番号をもとにIDとパスワードを発行。
会議支援情報システムにログイン。
⇒システムが個人を特定できる。システムへのアクセスを制限できる。

2. 会議支援情報システム上に大会参加者ごとのメッセージボックスを設ける。

3. 特定の参加者への連絡事項は，
その参加者のメッセージボックスにメッセージを送る。

4. 大会参加者全員へのメッセージは，
メッセージの実体をメッセージボードに一つ用意し，
ブラウザ上ではメッセージボックスのメッセージと受信順に統合して表示する。

5. 各会議出席登録者へのメッセージの場合は，
会議を識別するためのタグを付けたメッセージをメッセージボードに置き，
各出席登録者のメッセージボックスのメッセージと受信順に統合して表示する。

6. 大会参加者以外からのメッセージの交換ができるよう，
会議支援情報システム内のメッセージボックスを介したメッセージの交換だけでなく，
通常の電子メールとのメッセージの交換もできるようにする。

p.15

◆ 指導のポイント

【問い②】の解答例としてIEC大会のシステムで用いられている会議出席登録者間の情報公開の仕組み（設計）に
ついて説明する。

◆ 解 説

1. 会議支援情報システムへアクセスできる人を会議参加者や会議関係者に限定すると同時に，そのシステムを利
用している人を特定するため，大会参加登録番号をもとに会議支援情報システム用のIDとパスワードを参加者に
発行する。

2. 会議支援情報システム上に大会参加者ごとのメッセージボックスを設ける。

3. 特定の参加者への連絡事項は，その参加者のメッセージボックスにメッセージを送る。

4. 大会参加者全員へのメッセージは，メッセージの実体をメッセージボードに一つ用意し，ブラウザ上ではメッセー
ジボックスのメッセージと受信順に統合して表示する。この方法はメッセージの実体は一つであるため，各メッ
セージボックスに同じ内容のメッセージを配布するよりも効率が良い。

5. 各会議出席登録者へのメッセージの場合は，会議を識別するためのタグを付けたメッセージをメッセージボード
に置き，各出席登録者のメッセージボックスのメッセージと受信順に統合して表示する。

6. 大会参加者以外からのメッセージの交換ができるよう，会議支援情報システム内のメッセージボックスを介したメッ
セージの交換だけでなく，通常の電子メールとのメッセージの交換もできるようにする。

このようにメッセージボックスのメッセージとメッセージボードのメッセージをユーザごとに統合して表示することで，
ユーザが両方を見に行く必要がなくなり，自分に関係のあるメッセージを一箇所で確認することが可能となる。

◆ 参考資料

Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Design and Development of International 
Conference Support System for IEC General Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-
8-17 Austin, Texas, USA)
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5 会議出席登録者間の情報交換のための仕組み③ ―InfoSys詳細

m001
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b002

b001

b002

m001
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b002

m002

b003

m003

m001

m002

m001 m001
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m003
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b004

メッセージボードメッセージボックス

ユーザ1 ユーザ2 ユーザ3

(B)

(C)

(A,C)

(A)

会議支援情報システム（InfoSys）

ユーザ1 (A) ユーザ2 (A,B) ユーザ3 (C)

各ユーザのブラウザイメージ

WWW

（共有）（ユーザ毎）

〔出所： "Design and Development of International Conference Support System 

for IEC General Meetings", Proc. of CCCT 2004, V, pp.281-288 〕
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◆ 指導のポイント

図を用いて解答例で示した設計をより具体的に説明する。

◆ 解 説

各ユーザ毎に個別メッセージを格納するメッセージボックスを設置する。また，複数のユーザ向けのメッセージを格
納するためにメッセージボードを設置する。メッセージボックスのメッセージはそのユーザだけが参照できる。メッセー
ジボードのメッセージにはタグを付け，そのグループに属するユーザが参照できるように制限をかける。

ここに示した例では，ユーザ1はグループAに属しており，ユーザ2はグループAとBに，ユーザ3はグループCに属し
ている。メッセージボード中のメッセージb001はグループAのユーザが参照可能で，b002はグループAに属するユー
ザとグループCに属するユーザが参照可能である。即ち，図にあるように，ユーザ1とユーザ2のブラウザにはb001の
メッセージが現れ，ユーザ1とユーザ3のブラウザにはb002のメッセージが現れることになる。ここにおける“グループ”
を“会議”に対応させることで会議出席登録者へのメッセージの配布を実現できる。

各ユーザのブラウザには，メッセージボックスのメッセージとメッセージボードのメッセージは区別することなく，受信
順に新しいものから表示される。左上にブラウザのイメージのハードコピーを示した。各メッセージのサマリをクリック
すると実際のメッセージが表示される。

◆ 参考資料

図面は以下からの引用の和訳，ハードコピーは以下からの引用。

Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Design and Development of International 
Conference Support System for IEC General Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-8-
17 Austin, Texas, USA)
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トピックス2―InfoSysの開発と発展
《1999年 京都大会》

–千葉大学池田研究室が情報システムと
会場内ネットワークを担当。

–InfoSysの最初のバージョンを開発。

《2000年 ストックホルム大会》

–スウェーデンのIEC国内委員会であるSEKの依頼のもと，引き続き千葉大学池田研究室が情
報システムを担当。参加者データベースの更新方法の改良等のInfoSysの改良を行った。

《2001年 フィレンツェ大会》

–イタリアのIEC国内委員会であるCEIの依頼で引き続き千葉大学池田研究室が情報システムを
担当。データベース管理システムPostgreSQLの導入等のInfoSysの改良を行った。

《2003年 モントリオール大会》

–引き続き千葉大学池田研究室が情報システムを担当し，RegSysの開発等を行った。大会後
の10月にInfoSysはRegSysと共に中央事務局へ移管された。

以後，InfoSysとRegSysはIECの大会の標準となり，毎年利用されている。

千葉大学

情報システム用サーバ

〔出所： "Design and Development of International Conference Support System for IEC General Meetings", Proc. of CCCT 2004, V, pp.281-288 〕
〔出所： 千葉大学ホームページ http://www.chiba-u.ac.jp/ 〕

p.17

◆ 指導のポイント

現在，IECの大会で用いられている会議支援情報システムは，日本の大学の研究室で開発されたものがベースとなっていること
を話題として提供する。

◆ 解 説

1999年のIEC大会は日本（京都）で開催された。日本におけるIEC国内委員会である日本工業標準調査会(JISC)の主催で行わ
れたが，千葉大学工学部池田研究室はその依頼を受け，会議支援情報システムの開発と運用支援を担当することとなった。また，
他のIT関連企業数社とともに会場内ネットワークの構成と運用も担当した。このとき開発された会議支援情報システムがInfoSysで
あり，これが現在IECの大会で用いられているシステムの原型である。

翌年の2000年開催のストックホルム大会でもスウェーデンのIEC国内委員会であるSEKから依頼を受け，引き続き千葉大学池田
研究室が情報システムを担当した。このとき，InfoSysに対して，参加者データベースの更新方法等の改良や機能の追加を行った。

翌年の2001年フィレンツェ大会でも引き続きイタリアのIEC国内委員会CEIからの依頼を受け，InfoSysのカスタマイズと運用支援
を行った。このとき信頼性の高いフリーのデータベース管理システム(PostgreSQL)の導入を行うなどの改良を行った。

2003年のモントリオール大会では，IEC中央事務局からの依頼も受け，IEC大会の標準的会議支援情報システムを目指し，カス
タマイズと改良を行った。これまでは個別のシステムで行ってきた大会参加登録のためのRegSysの開発も行った。

同年10月にInfoSysとRegSysは中央事務局へ移管された。その後， InfoSysとRegSysはIECの大会の標準となり，毎年利用されて
いる。

◆ 参考資料

1  Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Design and Development of International Conference 
Support System for IEC General Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-8-17 Austin, Texas, USA)

2  Yasuhiko Higaki, Takashi Fujita, Hiroaki Ikeda:"Design and Operation of an IT System for the 64th IEC General Meeting in 
Stockholm", 2001年電子情報通信学会総合大会講演論文集, 情報システム[1], D-9-27 (2001.3.28 立命館大学びわこ・くさつ
キャンパス)

3  檜垣泰彦,藤田隆,池田宏明:"大規模国際会議におけるITシステムの設計と運用", 2000年電子情報通信学会総合大会講演
論文集, 情報システム[1], D-9-6 (2000.3.28 広島大学東広島キャンパス) 

写真はフィレンツェ大会のもので1からの引用。千葉大学のマークは千葉大学ホームページからの引用。

千葉大学ホームページ http://www.chiba-u.ac.jp/
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グリーンドキュメント

–大会の各会議で使用される会議文書は
他の書類特別するためグリーンの紙に
プリントアウトしていた

ピジョンホール

–会議参加者に会議文書等を配布するため，
文書受け取り用の整理棚が設けられていた

高性能なコピーマシン

–各会議の主催者や幹事によって作成された
文書をコピー

会議文書番号

–会議文書にはテクニカルセクレタリにより
独特の方法で文書番号が割り振られていた

会議文書はこのように高性能なコピーマシン，ピジョンホール，労力を使って配布されてき
たが，労力削減，地球環境保護，利便性向上の観点から電子化が望まれるようになった。

6 会議文書

コピーマシン（ストックホルム大会）

ピジョンホール（ストックホルム大会）

グリーンドキュメント

〔写真：千葉大学池田研究室〕

p.18

◆ 指導のポイント

IEC大会における旧来の会議文書の扱いとその周辺の事情について紹介する。

◆ 解 説

大会の各会議で使用される会議文書は他の書類特別するためグリーンの紙にプリントアウトしていた。そのため“グ
リーンドキュメント”と呼ばれていた。100～200にも及ぶ会議の会議文書をその参加者1000～1500人へ適切に配布
するため，各参加者用のボックス（ピジョンボックス）が設けられ，それぞれの会議の参加者へコピーされ配布された。
大会期間中にコピー配布される文書は膨大な数に上り，会場には高性能なコピーマシンが用意された。会議文書に
はテクニカルセクレタリにより独特の方法で文書番号が割り振られていた。会議文書はこのように高性能なコピーマシ
ンでコピーし，ピジョンホールに配布するというように多くの労力を使って配布されてきたが，労力削減，地球環境保
護，利便性向上の観点から電子化が望まれるようになった。

◆ 参考資料

写真は千葉大学池田研究室による撮影。
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7 会議文書の電子化① ―問い

会議文書は基本的に各会議の主催者や幹事が取りまとめ，それぞれの会議の出席登録
者に配布する。

【問い③】電子化した会議文書配布のための仕組みを考えなさい

ノートPCの普及に伴い，大会参加者が各自のノートPCを持参することが可能となってい
る。また，当該会議の参加者内で責任をもって会議文書の登録・配布ができることが望
まれる。

p.19

◆ 指導のポイント

問いをきっかけとしてIEC大会における会議文書の電子配布の方法について考えさせる。

◆ 解 説

各会議で使用する会議文書は，各会議の主催者や幹事が取りまとめ，それぞれの会議の出席登録者に配布する。
ここではこの会議文書を電子的に配布する方法を考える。背景として，ノートPCの普及に伴い，大会参加者が各自
のノートPCを持参することが可能となっていることが挙げられる。また，当該会議の参加者内で責任をもって会議文
書の登録・配布ができることが望まれる。資格のある人が，適切な内容の会議文書を出席登録者に配布できる仕組
みを考える。
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7 会議文書の電子化② ―解答例

【問い③の解答例】

1. 会議文書を会議別に整理して置く場所を会議支援情報システム上に設ける。

2. 当該会議の出席登録者のみが自分たちの会議の資料をアップロードできるようにす
る。各会議の主催者や幹事は会議参加者の会議文書登録要求を受付け，適切であ
ればそれを許可する。即ち，

① 会議文書作成者（会議出席登録者）が会議文書をアップロードする。

② その会議の主催者や幹事にそのリクエストが自動的にメールで知らされる。

③ そのメールにはアップロードされた会議文書の登録を許可するためのURLが含ま
れており，会議の主催者や幹事がそのURLをアクセスし，許可や拒否の作業を
行う。

3. 会議の出席登録者は登録された会議文書を自分のPCにダウンロードし，会議に出席
する。

p.20

◆ 指導のポイント

問いの解答として実際に用いられている情報システムInfoSysにおける実装を紹介する。

◆ 解 説

会議文書を会議別に整理し，保管する場所を会議支援システム上に設ける。会議支援システムに会議文書アップ
ロードの機能を設ける。当該会議出席登録者のみが自分たちの会議文書のアップロードリクエストできるように制限を
設ける。アップロードのリクエストをその会議の幹事がチェックし，承認されれば正式登録され，参加者が文書をダウ
ンロードできるようになる。

次のスライドでより具体的に説明する。
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7 会議文書の電子化③ ―InfoSys詳細

D003

会議A

会議支援情報システム（サーバ）
会議文書アーカイブ

D004

会議B 会議C

正式登録

仮登録
（登録リクエスト状態）

D003 D004 D002

D003

ユーザ4 ユーザ5

D003

ユーザ2

D004

ユーザ6

D003

ユーザ3

D004

ユーザ7

ユーザ1

会議A出席登録者

会議B出席登録者

D001

D003

D004 D004

アップロード

アップロード

承認

承認

原本

原本

幹事

幹事

p.21

◆ 指導のポイント

アニメーションを伴う図を用いてさらに具体的に説明する。

◆ 解 説

〔このページのスライドはアニメーション対応〕

会議支援情報システム上には会議文書アーカイブ用領域が設けられ，仮登録のための領域と正式登録用の領域に
分かれている。ユーザ1，ユーザ2，ユーザ3，ユーザ4は会議Aへの出席登録者で，ユーザ1はその幹事，ユーザ3が
会議文書を作成し，アップロードを行おうとしている。同様にユーザ4，ユーザ5，ユーザ6，ユーザ7は会議Bの出席登
録者であり，ユーザ5が幹事，ユーザ6が会議文書をアップロードしようとしている。

シナリオ1：ユーザ3がアップロードリクエストした会議文書ファイルD003を幹事のユーザ1が承認し正式登録する。会
議A出席登録者のユーザ1，ユーザ3，ユーザ4は会議文書アーカイブからD003を自分のPCにダウンロードし会議の
出席に備える。

[クリック1]ユーザ3が作成した会議文書D003を会議A用の仮登録領域にアップロードする。

[クリック2]会議Aの幹事であるユーザ1はユーザ3がアップロードした旨メッセージをシステムから受け取る。その情報
をもとにアップロードされたD003を参照し，その内容を確認して妥当であればこれを承認する。その結果，D003は仮
登録領域から正式登録領域に移動される。

[クリック3]D003の正式登録を受けて，その他の会議Aの出席登録者はD003を自分のPCにダウンロードする。

シナリオ2：復習のため，会議Bのケースについて，もう一度アニメーションで確認する。

[クリック4]ユーザ6がD004をアップロードする。

[クリック5]幹事であるユーザ5がこれを承認するとD004は正式登録される。

[クリック6]他の会議出席登録者はこれを各自のPCにダウンロードする。

[クリック7]（全表示）図全体を良く見てもう一度確認する。
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8 会議支援情報システムのその他の機能① ―問い

会議支援情報システムに必要な機能として，

• 大会参加登録

• 会議出席登録者情報

• 会議出席登録者間の情報交換

• 会議文書の電子化

について説明した。

【問い④】その他会議支援情報システムに求められる機能を挙げよ。

p.22

◆ 指導のポイント

これまで説明した機能の他に会議支援情報システムとして備えるべきもの，備えると便利であると思われるものを考
えさせる。

◆ 解 説

これまで，会議支援情報システムの大会参加登録，会議出席登録者情報，会議出席登録者間の情報交換，会議
文書の電子化について説明してきた。このほかに必要とされる機能を自由に挙げさせる。
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8 会議支援情報システムのその他の機能② ―解答例

【問い④の解答例】

• 会議タイムテーブル管理機能

–各会議がいつ，どこで開催されるかを一覧表で示す。

–また，各会議出席登録者ごとに出席する会議を整理して示す。

• 物品貸し出し管理機能

–会議の運用に必要な，プロジェクタなどの機器の予約・貸出し管理を行う。

• トピックスやニュースの告知

–大会参加者全員に通知する必要のあるトピックスやニュースを会議支援情報シス
テムのみやすい場所に掲示する機能

p.23

◆ 指導のポイント

問いに対する解答例として実際に用いられている情報システムInfoSysにおける実装例を説明する。

◆ 解 説

会議スケジュール管理機能：

IEC大会では多くの会議が開催されるが，これらの開催タイムテーブルと開催場所を管理する機能が望まれる。こ
の情報と，会議出席登録者情報を組み合わせると，各会議出席登録者別に，毎日それぞれが出席する会議のスケ
ジュールを表示することも可能となる。

物品貸し出し管理機能：

会議の運用に必要な物品（例えばプロジェクタ）の貸出し管理を行う機能が望まれる。オンラインで貸し出し状況
（在庫状況）が確認でき，予約申し込みも行えることが望まれる。貸出しスタッフはその予約に従って貸出しをする。

トピックスやニュースの告知：

大会に関連したお知らせ事項は，既に述べた連絡事項伝達の仕組みを用いて伝えることが可能であるが，広く一
般に知って欲しい内容については，会議支援情報システムの見やすい位置で専用ページを設けて告知するのが効
果的である。このような告知ページにメッセージを素早く掲載するための仕組みが望まれる。
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8 会議支援情報システムのその他の機能③ ―会議タイムテーブル管理機能

会議のタイムテーブル（利用者のページ）

会議タイムテーブル編集ページ
（管理者用ページ）

p.24

◆ 指導のポイント

会議タイムテーブル管理機能の実例をフィレンツェ大会のシステムの例を用いて説明する。

◆ 解 説

会議のスケジュール（タイムテーブル）を管理するためのスタッフ用機能について説明する。奥のハードコピーは利
用者ページに表示される会議のタイムテーブルである。各会議毎に午前・午後に分けて開催場所（部屋）が一覧表と
して表示されている。手前の表は管理者用の会議開催スケジュールデータベース編集用のページである。このペー
ジで部屋をtint等のニックネームで指定し，[update]で更新すると，会議開催スケジュールのデータベースが更新さ
れる。

会議支援情報システムの会議開催情報はこの会議開催スケジュールデータベースの登録情報に基づいており，
先のタイムテーブルはもちろん，この情報をもとに，開催当日のトップページには開催される会議の案内が表示され
る。

◆ 参考資料

ハードコピーはフィレンツェ大会のInfoSysのもの。千葉大学池田研究室作成。
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8 会議支援情報システムのその他の機能④ ―物品貸し出し管理機能

貸出し予約（申し込み）のページ

貸出し予約状況一覧のページ

p.25

◆ 指導のポイント

物品貸し出し管理機能の実例をフィレンツェ大会のシステムの例を用いて説明する。

◆ 解 説

フィレンツェ大会ではプロジェクタ(pj)とPC(pc)の貸出しを行った。手前のハードコピーは貸出し予約状況一覧の
ページであり，午前・午後単位でプロジェクタやPCの予約状況が確認できると同時に，貸出し申し込みページ（奥の
ハードコピー）への入口ともなっている。貸出し予約（申し込み）のページでは，その機器を使用する会議名を選ぶこ
とで予約を行う。貸出しスタッフはこれらの情報をもとに予約した会議に機器を貸し出す。

◆ 参考資料

ハードコピーはフィレンツェ大会のInfoSysのもの。千葉大学池田研究室作成。
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8 会議支援情報システムのその他の機能⑤ ―トピックスやニュースの告知

What’s Newのページ

What’s Newのページの編集

p.26

◆ 指導のポイント

トピックスやニュースの告知機能の実例をフィレンツェ大会のシステムの例を用いて説明する。

◆ 解 説

大会に関連したトピックスやニュースを即座に流すための仕組みとして，“What’s New”のページを設けた。手前の
ハードコピーが編集ページであり，日付，題目，メッセージを指定し，[update]で更新すると，奥のページに見られる
ようにWhat’s Newのページに掲載される。編集ページでは，掲載はまだ行わないが入力だけ行うための“hide”，掲
載を取り消すための“delete”，一番上に移動するためのチェックボックスを設けた。

◆ 参考資料

ハードコピーはフィレンツェ大会のInfoSysのもの。千葉大学池田研究室作成。
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1 電気電子分野における代表的標準化組織であるIECについて概略を示した。

2 その標準化作業の具体例であるIEC国際会議について，概要，会議の種類，会議文書

について説明した。

3 標準化作業を効率よく行うための情報システムについて，参加登録，連絡事項伝達，

会議文書の電子化と配布などの点から考察した。

4 国際会議を支援する情報システムについて，4つの問いに対する解答例を通じてその

設計を説明した。

5 情報システムの設計を通じ，実際の国際会議の参加登録，連絡事項伝達，会議文書

の電子化と配布他について深く考察した。

6 応用問題において，情報システム自身を具体的標準化の一事例と捉え考察する。

ま と め ・・・・・ 第13章 標準化作業を支援するツール

p.27

◆ まとめ

1 電気電子分野における代表的標準化組織であるIECについて概略を示した。

各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり，電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っていること，

1906年に設立されたことなどを示した。

2 その標準化作業の具体例であるIEC国際会議について，概要，会議の種類，会議文書について説明した。

IEC大会について写真も交えて紹介し，開催される会議の種類，会議文書とその周辺について説明した。

3 標準化作業を効率よく行うための情報システムについて，参加登録，連絡事項伝達，会議文書の電子化と配布などの点から

考察した。

大会の参加登録の仕組み，会議出席登録者間の情報交換のための仕組み，会議文書の電子化について，問いをきっかけに

考察した。

4 国際会議を支援する情報システムについて，4つの問いに対する解答例を通じてその設計を説明した。

問いに対する解答として，実際に用いられた情報システムInfoSysの実装を説明することでその設計について説明した。

5 情報システムの設計を通じ，実際の国際会議の参加登録，連絡事項伝達，会議文書の電子化と配布他について深く考察した。

IEC大会において，参加登録，連絡事項，会議文書の扱いなどについて，どのように運営されているのかについて理解を深める

ことができた。

6 応用問題において，情報システム自身を具体的標準化の一事例と捉え考察する。

このようにしてIECの標準となった会議支援情報システム自体を具体的標準化の一事例としてとらえ，後述の応用問題で考察す

る。
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1 「IEC」は何の略か。

2 IEC大会における会議の種類を３つ挙げなさい。

3 大会参加登録時に必要な情報のうち，重要と思われるものを２つ挙げなさい。

4 会議文書の電子化が必要な理由を述べなさい。

演習問題 A ・・・・・ 第13章 標準化作業を支援するツール

p.28

◆ 解答

1 「IEC」は International Electrotechnical Commission，日本語では国際電気標準会議と約されており，各国の代表
的標準化機関から成る国際標準化機関である。電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている。1906年に
設立。

2 上層部の会議としては，最高意思決定機関である総会（C: Council）や評議会（CB: Council Board）などが，その
他，標準管理評議会（SMB: Standardization Management Board），適合性評価評議会（CAB: Conformity Asessment
Board）がある。実際の規格作り作業を行う専門委員会（TC: Technical Committees），分科委員会（SC: 
Subcommittees），作業グループ（WG: Working Groups）などがある。

3 参加者を特定するための情報と，出席する会議の情報が大会参加登録の基本的な情報であると考えられる。解
答例としては「氏名」と「出席する会議名」を挙げるが，その他これに代わる情報を答えても良い。

4 電子化するまでは高性能なコピーマシンを会場に用意し，他の書類と区別するため，グリーンの紙にコピーし，そ
れをピジョンホールに参加者リストを元に配布する作業を行っていた。これらは人手がかかるだけではなく，大量の紙
を消費していたため，地球環境の保護の点でも問題があると考えられるようになってきた。
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1 ここで示した【問い①の解答例】とは別の方法による仕組みを考えなさい。

2 ここで示した【問い②の解答例】とは別の方法による仕組みを考えなさい。

3 ここで示した【問い③の解答例】とは別の方法による仕組みを考えなさい。

4 ここで示した【問い④の解答例】以外の会議支援情報システムに求められる機能を挙
げなさい。

5 ここで示した会議支援情報システムはIECにとっての標準のツールとなっている。ISO
やITUの会議においてはどのようになっているか調べ，国際会議支援情報システムの
標準化について検討しなさい。

演習問題 B ・・・・・ 第13章 標準化作業を支援するツール

p.29

◆ 解答の指針

1 ここでは，参加の可能性のある範囲に登録可能なIDとパスワードを配布し，登録を行ってもらい，それをマネー
ジャが承認することによりチェックを行う方法を示した。これとは別の方法としては，初めからマネージャが参加すべき
人と出席すべき会議を完全に把握し，基本的事項を予め登録してしまう方法が考えられる。

2 単純にメーリングリストを用いる方法等が考えられる。

3 メールに添付し，メーリングリストにより配布するなどの方法が考えられる。

4 会議開催に関連した色々なものが考えられる。

5 異なる会議において，共通的に利用できて初めて真の「標準ツール」ということができる。
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IECについて

– [1] JISCのホームページ http://www.jisc.go.jp/international/iec-guide.html

– [2] IECのホームページ http://www.iec.ch/

IECの会議支援情報システムinfosysについて

– [3] Yasuhiko Higaki, Hiroaki Ikeda, Syun Tutiya, Arlette-Josiane Skinner: "Desi
gn and Development of International Conference Support System for IEC Gener
al Meetings", Proceedings of CCCT 2004, Vol.V, pp.281-288 (2004-8-17 
Austin, Texas, USA)

– [4] Yasuhiko Higaki, Takashi Fujita, Hiroaki Ikeda:"Design and Operation of an 
IT System for the 64th IEC General Meeting in Stockholm", 2001年電子情報通
信学会総合大会講演論文集, 情報システム[1], D-9-27 (2001.3.28 立命館大
学びわこ・くさつキャンパス)

– [5]檜垣泰彦,藤田 隆,池田宏明:"大規模国際会議におけるITシステムの設計と運
用", 2000年電子情報通信学会総合大会講演論文集, 情報システム[1], D-9-6 
(2000.3.28 広島大学東広島キャンパス) 
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◆ 参考資料

[1]では IECをめぐる動き，TC名称（IEC），IEC規格の制定手順，IEC参考資料についての情報を日本語で得ること
ができる。

[2]は本家IECのサイトで，IECに関する詳細な情報を得ることができる（英語）。

[3]は国際会議における論文集（英語）で，

1. INTRODUCTION

2. REGISTRATION SYSTEM `REGSYS’

3. CONFERENCE SUPPORT SYSTEM ‘INFOSYS’

4. DETAILS OF PREVIOUS IEC GENERAL MEETING, AND IMPROVEMENT OF THE SYSTEM

5. CONCLUSION 

からなる。

[4][5]は総合大会の講演論文集で，それぞれストックホルム大会と京都大会について1ページで簡単にまとめられて
おり，[4]は英語，[5]は日本語である。


