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◆ TC163/SC1 の動向
TC 163/SC 1

Test and measurement methods
規格作業項目

★ISO

8301/Amd1
Thermal insulation -- Determination of steady-state
thermal resistance and related properties -- Heat flow
meter apparatus
★ISO 8302
Thermal insulation -- Determination of steady-state
thermal resistance and related properties -- Guarded hot
plate apparatus
★ISO 8497
Thermal insulation -- Determination of steady-state
thermal transmission properties of thermal insulation
for circular pipes
★ISO 8990
Thermal insulation -- Determination of steady-state
thermal transmission properties -- Calibrated and
guarded hot box
ISO/AWI 9900
Thermal insulation -- Determination of thermal
conductivity by Guarded Hot Plate Method at elevated
temperature from 100 °C to 800 °C
★ISO 11561
Ageing of thermal insulation materials – Determination
of the long-term change in thermal resistance of
closed-cell plastics (accelerated laboratory test
methods)
ISO 12344
Thermal insulating products for building applications –
Determination of bending behaviour

ISO 12567-1 / Cor1
Thermal performance of windows and doors –
Determination of thermal transmittance by hot box
method -- Part 1: Complete windows and doors

ISO 12567-2
Thermal performance of windows and doors –
Determination of thermal transmittance by hot box
method -- Part 2: Roof windows and other projecting
windows
ISO/DIS 12623(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations – Determination of
short-term water absorption by partial immersion of
preformed pipe insulation
ISO/DIS 12624(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of trace
quantities of water soluble chloride, fluoride, silicate,
sodium ions and pH
ISO/DIS 12628(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of
dimensions, squareness and linearity of preformed pipe
insulation
ISO/DIS 12629(ed.2)

作業進捗状況
・2014 年4 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2013 年9 月締切SR 投票に「改訂」で投票
→「確認」として承認
・2019 年3 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2013 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年3 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2013 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年3 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2021 年 8 月新規プロジェクト提案
・2021 年 11 月締切 NP 投票に「賛成」で投票
→承認

stage
90.93

・2013 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.93

・2015 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2020 年 10 月（2021/3/4 締切）SR 投票に「確
認」で投票
→「確認」として承認
・2021 年 8 月（2021/10/15 締切）廃止投票に
「棄権」で投票
・2010 年IS 発行
・2015 年9 月締切SR 投票に「改訂」で投票
→「確認」として承認
・2020 年7 月（12/2 締切）SR 投票に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2014 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年12 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

95.60

VA

90.93

90.93

90.93

20.00

90.93

ISO
lead

90.93

ISO
lead

・2020 年 5 月新規プロジェクト登録
・2021 年 8 月締切 DIS 投票に「棄権」で投票
→可決

40.60

CEN
lead

・2020 年 5 月新規プロジェクト登録
・2021 年 8 月締切 DIS 投票に「棄権」で投票
→可決

40.60

CEN
lead

・2020 年 5 月新規プロジェクト登録
・2021 年 8 月締切 DIS 投票に「棄権」で投票
→可決

40.60

CEN
lead

・2020 年 5 月新規プロジェクト登録

40.60

CEN
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Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of water
vapour transmission properties of preformed pipe
insulation
ISO 12968:2010
Thermal insulation products for building applications –
Determination of the pull-off resistance of external
thermal insulation composite systems (ETICS) (foam
block test)
ISO 16534:2020
Thermal insulating products for building applications –
Determination of compressive creep

ISO 16535:2019
Thermal insulating products for building applications –
Determination of long-term water absorption by
immersion

ISO 16536:2019
Thermal insulating products for building applications -Determination of long-term water absorption by
diffusion

ISO 16537
Thermal insulating products for building applications -Determination of shear behaviour
ISO 16544
Thermal insulating products for building applications -Conditioning to moisture equilibrium under specified
temperature and humidity conditions
ISO 16545
Thermal insulating products for building applications -Determination of behaviour under cyclic loading
ISO/FDIS 16546
Thermal insulating products for building applications -Determination of freeze-thaw resistance

ISO/DIS 18096(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of
maximum service temperature for preformed pipe
insulation

lead

・2021 年 8 月締切 DIS 投票に「棄権」で投票
→可決

・2010 年IS 発行
・2015 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2020 年7 月（12/2 締切）SR 投票に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2015 年7 月新規プロジェクト提案
・2015 年9 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年11 月新規プロジェクト登録
・2018 年2 月CD 投票開始
・2019 年6 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→可決
・2020 年3 月FDIS 投票（5/20 締切）に「賛成」
で投票
→可決（賛成 20、反対 0、棄権 10）
・2020 年6 月IS 発行
・2015 年7 月新規プロジェクト提案
・2015 年9 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年11 月新規プロジェクト登録
・2017 年12 月締切DIS 投票に
「コメント付賛成」
で投票
→「承認」
・2019 年6 月IS 発行
・2015 年7 月新規プロジェクト提案
・2015 年9 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年11 月新規プロジェクト登録
・2017 年12 月締切DIS 投票に
「コメント付賛成」
で投票
→「承認」
・2019 年7 月IS 発行
・2017 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.93

・2017 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.60

・2017 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.93

・2015 年6 月新規プロジェクト提案
・2015 年9 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年11 月新規プロジェクト登録
・2018 年2 月CD 投票開始
→承認
・2019 年1 月DIS 登録
・2020 年3 月FDIS 投票開始（5/20 締切）に
「賛 成」で投票
→可決（賛成 18、反対 0、棄権 12）
・2020 年6 月IS 発行
・2013 年ISO 発行
・2018 年 1 月 SR 投票（6/4 締切）に「確認」
で 投票
→「確認」として承認
・2021 年5 月 DIS 投票（8/4 締切）に「棄権」

60.60

CEN
lead

40.60

CEN
lead

60.60

CEN
lead

60.60

CEN
lead

60.60

CEN
lead

90.93
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ISO/DIS 18097(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of
maximum service temperature

ISO/DIS 18098(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of the
apparent density of preformed pipe insulation

ISO/DIS 18099(ed.2)
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of the
coefficient of thermal expansion

ISO/PWI 21935
Thermal Performance of window and door systemsDetermination of solar heat gain coefficient of the
centre of glazing using solar simulator
ISO/NP 21936
Shutters and external venetian blinds -- Resistance to
operation in frosty conditions -- Test method

ISO/DIS 29465(ed.2)
Thermal insulating products for building applications -Determination of length and width

ISO/DIS 29466(ed.2)
Thermal insulating products for building applications –
Determination of thickness

ISO 29467:2008
Thermal insulating products for building applications –
Determination of squareness
ISO/DIS 29468(ed.2)
Thermal insulating products for building applications –
Determination of flatness

ISO/DIS 29469(ed.2)
Thermal insulating products for building applications –
Determination of compression behaviour

で投票
→可決
・2013 年ISO 発行
・2018 年 1 月 SR 投票（6/4 締切）に「確認」
で 投票
→「確認」として承認
・2021 年 5 月 SR 投票（8/4 締切）に「確認」
で 投票
→可決
・2013 年4 月ISO 発行
・2018 年 4 月 SR 投票（9/5 締切）に「棄権」
で 投票
→「確認」として確認
・2021 年 5 月 SR 投票（8/4 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2013 年4 月ISO 発行
・2018/4 月 SR 投票（9/5 締切）に「棄権」で
→「確認」として確認
・2021 年 5 月 SR 投票（8/4 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2016 年8 月新規プロジェクト登録
・2016 年11 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→否決、PWI として登録
・2017 年5 月に"NP19467-2"として再提案
・2016 年8 月新規プロジェクト登録
・2016 年11 月締切NP 投票に「反対」で投票
→否決、PWI として登録
・2018 年 8 月 NP 投票（11/15 締切）に「反対」
で投票
→否決（PWI 登録）
・2017 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年 2 月 NP 投票（5/2 締切）に「棄権」で
投票
→可決、AWI として登録
・2021 年 5 月 DIS 投票（8/4 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2017 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年 2 月 NP 投票（5/2 締切）に「棄権」で
投票
→可決、AWI として登録
・2021 年 5 月 DIS 投票（8/4 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2017 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→承認［N 1340］
・2019 年 2 月 NP 投票（5/2 締切）に「棄権」で
投票
→可決、AWI として登録
・2021 年 5 月 SR 投票（8/4 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2012 年3 月締切SR 投票に「棄権」で投票
→「確認」として承認
・2019 年5 月NP 投票（7/24 締切）に「棄権」で
投票

40.60

CEN
lead

40.60

CEN
lead

40.60

CEN
lead

00.60

00.60

40.60

CEN
Lead

40.60

CEN
lead

90.60

40.60

CEN
lead

40.60

CEN
lead
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ISO 29470:2020
Thermal insulating products for building applications –
Determination of the apparent density

ISO 29471 / Amd1
Thermal insulating products for building applications –
Determination of dimensional stability under constant
normal laboratory conditions (23 degrees C/50 %
relative humidity)
ISO 29472 / Amd1
Thermal insulating products for building applications –
Determination of dimensional stability under specified
temperature and humidity conditions
ISO 29764
Thermal insulating products for building applications –
Determination of deformation under specified
compressive load and temperature conditions

ISO 29765
Thermal insulating products for building applications –
Determination of tensile strength perpendicular to faces

ISO/AWI 29766
Thermal insulating products for building applications –
Determination of tensile strength parallel to faces

ISO 29767：2019
Thermal insulating products for building applications –
Determination of short-term water absorption by partial
immersion

ISO/DIS 29768(ed.2)
Thermal insulating products for building applications –
Determination of linear dimensions of test specimens

ISO 29769
Thermal insulating products for building applications –
Determination of behaviour under point load

ISO/DIS 29770(ed.2)
Thermal insulating products for building applications –
Determination of thickness for floating-floor insulating
products

→可決、AWI として登録
・2021 年 5 月 SR 投票（8/4 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2015 年7 月新規プロジェクト提案
・2015 年9 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年11 月新規プロジェクト登録
・2018 年2 月CD 投票開始
→2019 年1 月DIS 登録
・2020 年3 月FDIS 投票開始（5/20 締切）に「賛
成」で投票
→可決（賛成 19、反対 0、棄権 10）
・2020 年6 月IS 発行
・2012 年3 月締切SR 投票に「棄権」で投票
→「確認」として承認
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2012 年3 月締切SR 投票に「棄権」で投票
→「確認」として承認
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2012 年3 月締切SR 投票に「棄権」で投票
→「確認」として承認
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2012 年3 月締切SR 投票に「棄権」で投票
→「確認」として承認
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2017 年6 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→承認
・2019 年 2 月 NP 投票（5/2 締切）に「棄権」で
投票
→可決、AWI として登録
・2015 年7 月新規プロジェクト登録
・2015 年9 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2017 年10 月DIS 登録投票（12/31 締切）に「承
認」で投票
→FDIS 登録（2018 年12 月）
・2019 年3 月FDIS 登録投票（5/20 締切）に「承
認」で投票
・2017 年6 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→承認［N 1340］
・2019 年 2 月 NP 投票（5/2 締切）に「棄権」で
投票
→可決、AWI として登録
・2021 年 5 月 DIS 投票（8/5 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2012 年3 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2017 年6 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→承認［N 1340］
・2019 年 2 月 NP 投票（5/2 締切）に「棄権」で
投票

60.60

CEN
lead

90.60

90.60

90.60

90.60

20.00

CEN
lead

60.60

CEN
lead

40.60

CEN
lead

90.60

40.60

CEN
lead
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ISO 29771 / Amd1
Thermal insulating materials for building applications
-- Determination of organic content

ISO 29803
Thermal insulation products for building applications –
Determination of the resistance to impact of external
thermal insulation composite systems (ETICS)

ISO 29804
Thermal insulation products for building applications –
Determination of the tensile bond strength of the
adhesive and of the base coat to the thermal insulation
material
ISO 29805:2009
Thermal insulation products for building applications –
Determination of the mechanical properties of glass
fibre meshes

TC 163/SC 1/WG 2

→可決、AWI として登録
・2021 年 5 月 DIS 投票（8/5 締切）に「棄権」で
投票
→可決
・2012 年3 月締切SR 投票に「棄権」で投票
→「確認」として承認
・2018 年7 月SR 投票（12/3 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2010 年IS 発行
・2015 年6 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→「確認」として承認された
・2020 年7 月（12/2 締切）SR 投票に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2009 年IS 発行
・2015 年3 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→「確認」として承認された
・2020 年7 月（12/2 締切）SR 投票に「確認」で
投票
→「確認」として承認
・2009 年IS 発行
・2015 年3 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→「確認」として承認
・2020 年7 月（12/2 締切）SR 投票に「確認」で
投票
・2020 年12 月に「廃止」としてCIB 投票
→「賛成」で投票
・2021 年 6 月締切廃止投票に「棄権」で投票
→可決、廃止

90.60

90.93

90.93

90.93

Guarded hot plate methods【解散】
規格作業項目

ISO/WD 22162
Thermal insulation -- Determination of thermal
conductivity by Guarded Hot Plate Method at elevated
temperature from 100 °C to 800 °C

作業進捗状況
・2016 年11 月新規プロジェクト登録
・2017 年2 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2019 年8 月期限切れのため削除

stage
-

VA

作業進捗状況
・2014 年9 月新規プロジェクト登録
・2015 年12 月締切DIS 投票に「コメント付き賛
成」で投票
→「承認」
・2018 年4 月期限切れのため削除
・2019 年 8 月 NP 投票（10/14 締切）に「棄権」
で投票
→可決
・2019 年 8 月 NP 投票（10/14 締切）に「棄権」
で投票
→可決
・2020 年 2 月 NP 投票（5/5 締切）に「棄権」で
投票
・2019 年 8 月 NP 投票（10/14 締切）に「棄権」
で投票
→可決
・2020 年 2 月 NP 投票（5/5 締切）に「棄権」で
投票

stage
00.99

VA
CEN
lead

10.60

CEN
lead

10.60

CEN
lead

・2019 年 8 月 NP 投票（10/14 締切）に「棄権」
で投票
→可決
・2020 年 2 月 NP 投票（5/5 締切）に「棄権」で

10.60

CEN
lead

TC 163/SC 1/WG 7 Ageing of thermal insulation
規格作業項目

ISO/PWI 18393-1
Thermal insulation products -- Determination of ageing
by settlement -- Part 1: Blown loose-fill insulation for
ventilated attics

ISO/NP 18393-2
Thermal insulation products — Determination of
ageing by settlement — Part 2: Blown loose fill and
injected insulation for cavity walls and timber and steel
framed walls, simulating vibration
ISO/NP 18393-3
Thermal insulation products — Determination of
ageing by settlement — Part 3: Determination of
settlement for blown or injected loose fill insulation for
closed cavities, simulating humidity and temperature
cycling
ISO/NP 18393-4
Thermal insulation products — Determination of
ageing by settlement — Part 4: Blown loose-fill
insulation for ventilated attics, vibration
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投票

TC 163/SC 1/WG 8 Moisture content and moisture permeability
規格作業項目

ISO 10051
Thermal insulation -- Moisture effects on heat transfer
-- Determination of thermal transmissivity of a moist
material
ISO 12570 / Amd1/ Amd2
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of moisture content by
drying at elevated temperature

ISO 12571:2021
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of hygroscopic sorption
properties

ISO 12572:2016
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of water vapour transmission
properties -- Cup method

ISO 12623
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations – Determination of
short-term water absorption by partial immersion of
preformed pipe insulation
ISO 12624
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of trace
quantities of water soluble chloride, fluoride, silicate,
sodium ions and pH
ISO 12628
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of
dimensions, squareness and linearity of preformed pipe
insulation
ISO 12629
Thermal insulating products for building equipment
and industrial installations -- Determination of water
vapour transmission properties of preformed pipe
insulation
ISO 15148 /Amd 1
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of water absorption
coefficient by partial immersion -- Amendment 1

作業進捗状況
・2013 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2019 年3 月締切SR 投票に「改正」（コメント
付）で投票
→「確認」として承認
・2013 年9 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2018 年1 月締切 Amd2 FDIS 投票に「賛成」で
投票
→承認
・2018 年1 月Amd2 発行
・2019 年3 月締切SR 投票に「確認」で投票（予
定）
・2013 年7 月ISO 発行
・2018 年 7 月 SR 投票（12/03 締切）に「改正」
で投票
→「確認」で承認（12/17）
・2019 年9 月追補改正提案→2019 年12 月受理
・2020 年12 月DIS 投票（2021/3/17 締切）に「賛
成」で投票
→可決
・2021 年 7 月 FDIS 投票（2021/9/24 締切）に「賛
成」で投票
→可決
・2021 年 11 月 IS 発行
・2013 年9 月新規プロジェクト登録
・2015 年 5 月締切 DIS 投票に「コメント付き賛
成」で投票
→承認
・2016 年2 月FDIS として登録
・2016 年6 月締切FDIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2016 年7 月ISO 発行
・2021 年 7 月 SR 投票に「改訂」として投票
→「確認」として承認
・2016 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2021 年 8 月締切

stage
90.93

VA

60.60

CEN
lead

60.60

CEN
lead

90.93

CEN
lead

・2016 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.93

・2016 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.93

・2016 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認

90.93

・2014 年 7 月締切 CIB 投票に（改正原案作成へ
の参加）「参加」で投票
→日本、イギリス、ドイツが参加を表明。新規
プロジェクトとして登録。

90.93

90.93

ISO
lead
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ISO 16957:2016
Measurement of apparent thermal conductivity of wet
porous building materials by a periodic method

ISO 21129
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of water-vapour transmission
properties -- Box method
ISO 23327
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of moisture
sorption/desorption properties in response to
temperature variation

ISO 24353/DAmd1
Hygrothermal performance of building materials and
products -- Determination of moisture
adsorption/desorption properties in response to
humidity variation

・2015 年9 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2016 年1 月追補発行
・2019 年9 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→承認
・2013 年3 月締切NP 投票
・2014 年1 月締切CD 投票に
「コメント付き賛成」
で投票
・2014 年1 月DIS 登録
・2015 年11 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2016 年6 月ISO 発行
・2021 年 9 月締切 SR 投票に「賛成」で投票
→「確認」として承認
・2017 年6 月締切SR 投票に「賛成」で投票
→承認

60.60

90.93

・2018 年1 月NP 投票開始
→NP として承認
・2019 年6 月WD 登録
・2020 年12 月DIS 投票開始（2021/3/4 締切）に
「賛成」で投票
→可決
・FDIS スキップ
・2021 年 9 月 IS 発行
・2011 年12 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」として承認
・2018 年 7 月 SR 投票（12/17 締切）に「確認」
で投票
→「確認」として承認
・2019 年8 月追補改正提案→2019 年10 月承認
・2020 年 9 月 DIS 投票（12/4 締切）に「賛成」
で投票
→賛成多数で可決
（賛成 14、
反対 0、
棄権 13）
・2021 年 3 月 IS 発行

60.60

作業進捗状況
・2009 年11 月新規プロジェクト登録
・2012 年8 月締切CD 投票に「賛成」で投票
→承認
・2013 年8 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2014 年10 月FDIS として登録
・2015 年5 月締切FDIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年8 月ISO 発行
・2020 年12 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」で承認
・2015 年9 月新規プロジェクト登録
・2016 年1 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2017 年6 月締切FDIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2017 年8 月ISO 発行
・2019 年9 月追補改正提案→2020 年1 月受理
→CS からの指示により次回改正へ先送り（予
定）
・2014 年3 月ISO 発行
・2019 年 1 月 SR 投票（6/4 締切）に「確認」で
投票
→「確認」として承認

stage
60.60

VA
ISO
lead

10.99

ISO
lead

60.60

TC 163/SC 1/WG 10 Air tightness of buildings
規格作業項目

ISO 9972
Thermal performance of buildings -- Determination of
air permeability of buildings -- Fan pressurization
method

ISO/AWI 12569 Amd1
Thermal performance of buildings and materials -Determination of specific airflow rate in buildings –
Tracer gas dilution method

ISO 14857
Thermal performance in the built environment –
Determination of air permeance of building materials

60.60
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ISO 16956
Thermal performance in the built environment –
Determination of air flow rate in building applications
by field measuring methods

・2015 年10 月ISO 発行
・2020 年6 月締切SR 投票に「確認」で投票
→「確認」で承認

60.60

TC 163/SC 1/WG 15 Thermography of buildings and industrial installations
規格作業項目

ISO 6781
Thermal insulation -- Qualitative detection of thermal
irregularities in building envelopes -- Infrared method
ISO/DIS 6781-1
Performance of buildings -- Detection of heat, air and
moisture irregularities in buildings by infrared methods
-- Part 1: General Procedures

ISO/CD 6781-2
Performance of buildings -- Detection of heat, air and
moisture irregularities in buildings by infrared methods
-- Part 2: Equipment Requirements

ISO 6781-3
Performance of buildings -- Detection of heat, air and
moisture irregularities in buildings by infrared methods
-- Part 3: Qualifications of equipment operators, data
analysts and report writers

ISO/PWI 6781-4
Performance of buildings -- Detection of heat, air and
moisture irregularities in buildings by infrared methods
-- Part 4: Conducting thermographic inspections and
reporting of results for residential and small buildings
ISO/PWI 6781-5
Performance of buildings -- Detection of heat, air and
moisture irregularities in buildings by infrared methods
-- Part 5: Conducting thermographic inspections and
reporting of results for commercial buildings
ISO/PWI 6781-6
Performance of buildings -- Detection of heat, air and
moisture irregularities in buildings by infrared methods
-- Part 6: Conducting thermographic inspections and
reporting of results for institutional and special use
buildings

作業進捗状況
・2017 年6 月締切SR 投票に「改訂」で投票
→「確認」として承認

stage
90.93

VA

・2013 年NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2013 年8 月新規プロジェクト登録
・2016 年8 月CD 登録
・2016 年10 月締切投票に「コメント付き賛成」
で投票
・2017 年キャンセル
・2019 年9 月再提案→10 月受理
・2020 年 9 月 DIS 投票（12/4 締切）に「反対」
で投票
→可決（賛成 16、反対 2［日本、スウェーデ
ン］、棄権 10）
・2013 年NP 投票に「賛成」で投票→承認
・2013 年9 月新規プロジェクト登録
・2016 年8 月CD 登録
・2016 年10 月締切投票に「反対」で投票
・2017 年5 月削除
・提案予定
・2010 年NP 投票
・2012 年CD 投票
・2013 年 7 月締切 DIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2014 年12 月FDIS として登録
・2015 年9 月締切FDIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2015 年11 月ISO 発行
・2020 年 10 月（2021//3/4 締切）SR 投票に「確
認」で投票
→「確認」として承認
・2015 年5 月PWI として登録
→2018 年6 月削除

40.20

ISO
lead

・2015 年5 月PWI として登録
→2018 年6 月削除

00.98

・2015 年5 月PWI として登録
→2018 年6 月削除

00.98

－

90.93

ISO
lead

00.98

TC 163/SC 1/WG 16 In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance of opaque building elements
規格作業項目

ISO 9869-1:2014
Thermal insulation -- Building elements -- In-situ
measurement of thermal resistance and thermal
transmittance -- Part 1: Heat flow meter method

作業進捗状況
・2011 年4 月新規プロジェクト登録
・2011 年7 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2013 年7 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→承認

stage
90.93

VA
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ISO 9869-2:2018
Thermal insulation -- Building elements -- In-situ
measurement of thermal resistance -- Part 2: Infrared
method

ISO/AWI 9869-3
Thermal insulation -- Building elements -- In-situ
measurement of thermal resistance and thermal
transmittance -- Part 3: Probe insertion method

・2014 年5 月締切FDIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2014 年8 月ISO 発行
・2014 年 12 月締切 NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2016 年4 月CD 登録
・2016 年6 月締切CD 投票に「賛成」で投票
・2017 年2 月DIS 登録
・2017 年6 月締切DIS 投票に「賛成」で投票
→承認
・2018 年8 月ISO 発行
・2020 年4 月 WG16 開催
→Amd をCD skip とする旨、決議
・2020 年8 月CIB 投票
（CD skip, 9/4 締切）
に
「賛
成」で投票
→賛成多数で可決
・2020 年12 月 DIS 投票（3/15 締切）に「賛
成」で投票
→可決
・2021 年 6 月 IS 発行
・2018 年9 月新規プロジェクト提案
・2019 年2 月5 日NP 投票（4/30 締切）に「賛成」
（20.20）で投票。
→可決（賛成8、反対2、棄権13、エキスパート登
録1 か国［日本］。）
→ソウル会議にてエキスパート追加2 か国
［中国、
韓国］
・2020 年4 月 WG16 開催
・2020 年12 月、2021 年1 月にエキスパート登録
の呼びかけ、参加表明4 カ国（中国、韓国、フラン
ス、イギリス）
・2021 年7 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2021 年7 月WD として登録
・2021 年9 月 WG16 開催
→内容修正後に CD 投票の予定
・2021 年9 月開催の SC1 会議にて 3 年延長が決定

60.60

20.00

TC 163/SC 1/WG 17 Solar heat gain coefficient of windows and doors
規格作業項目

ISO 19467
Thermal performance of windows and doors -Determination of solar heat gain coefficient using solar
simulator

★ISO 19467-2

Thermal Performance of windows and doors –
Determination of solar heat gain coefficient using solar
simulator -- Part 2: Centre of glazing, normal and
off-normal incidence

作業進捗状況
・2013 年9 月新規プロジェクト登録
・2014 年 12 月締切 CD 投票に「賛成」で投票
→ 承認
・2015 年10 月DIS 登録
・2016 年 1 月 DIS 投票に「コメント付き賛
成」 で投票
→承認
・2016 年 12 月締切 FDIS 投票に「コメント付
き 賛成」で投票
→承認
・2017 年4 月ISO 発行
・2017 年8 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→承認
・2018 年2 月WD として登録
・2019 年2 月締切CD 投票に「賛成（コメント付
き）」で投票
→可決。
・2020 年 1 月締切 DIS 投票に「賛成（コメント
付き）」で投票
→可決。
・2021 年 7 月締切 FDIS 投票に「賛成」で投票
→可決。
・2021 年 11 月 IS 発行

stage
60.60

60.60

VA
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TC 163/SC 1/WG 19 Periodic heat method for thermal diffusivity of thermal insulation
規格作業項目
★ISO 21901

Test method for thermal diffusivity of thermal
insulation --Periodic heat method
Thermal insulation —Test method for thermal diffusivity
—Periodic heat method

作業進捗状況
・2016 年7 月新規プロジェクト登録
・2016 年10 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→否決、PWI として登録
・2017 年1 月CIB 投票に「賛成」で投票
→WG19 の設置及び主査が承認
・2018 年4 月NP.2 投票開始
→可決。2018 年8 月AWI 登録
・（2019 年4 月 DIS 登録予定）
→国内から修正提案が多数あり、修正対応。
・2019 年12 月Skip CD 投票開始
→賛成多数。
・2020 年4 月DIS 投票（7/9 締切）に「賛成」で
投票
→可決（賛成 11、反対 0、棄権 12）
→技術的なコメントがなかったため FDIS スキッ
プ
・2021 年 2 月 IS 発行

stage
60.60

VA

stage
60.00

VA

TC 163/SC 1/WG 20 Test method at cryogenic temperature
規格作業項目

ISO 23766
Thermal insulating products for industrial installations
— Determination of the coefficient of thermal
expansion at sub-ambient temperatures

作業進捗状況
・2018 年10 月NP 投票（12/28 締切）に「賛成」
で投票
→可決（賛成 10、反対 1、棄権 13、エキスパー
ト登録5 か国［中国、イラン、韓国、ロシア、日
本］。）
→可決、WD として登録
・2019 年9 月新規WG 設置が承認
・2020 年1 月WG 設置
・2020 年4 月WD 回覧
→コメント付きでCD 投票の賛成
・2020 年 7 月 CD 投票（9 月 15 日締切）に「反
対」で投票
・2020 年9 月WG 開催
→日本からのコメントに対応し、2 度目の CD 投
票を実施する予定。
→修正に時間がかかったため、2 度目の CD 投票
はせず、DIS 投票の予定（直接メールあり）
・2021 年 5 月 DIS 投票（8 月 4 日締切）に「コ
メント付き賛成」で投票
→可決
・2021 年 9 月 FDIS 投票（11 月 17 日締切）に
「賛成」で投票
→可決

TC 163/SC 1/WG 21 Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings at elevated temperature range
規格作業項目

ISO/DIS 24144
Thermal insulation — Test method for Specific heat
capacity of thermal insulation for buildings in the high
temperature range — DSC method

作業進捗状況
・2019 年2 月新規プロジェクト提案
・2019 年5 月締切NP 投票に「賛成」で投票
→可決、WD として登録
・2019 年9 月新規WG 設置が承認
・2020 年1 月WG 設置
・2021 年4 月 WG 開催
・2021 年 7 月 Skip CD 投票開始
→可決
・2022 年 1 月 DIS 投票開始

stage
40.20

VA

stage
20.20

VA

TC 163/SC 1/WG 22 Energy performance of underfloor air distribution systems
規格作業項目

ISO/WD 7615-1
Energy performance of building systems — Underfloor
air distribution systems — Part 1: Definitions,

作業進捗状況
・2021 年 4 月新規プロジェクト提案
・2021 年 7 月締切 NP 投票に「賛成」で投票
→可決、WD として登録
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terminology, technical specifications and symbols
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ＩＳＯ／ＴＣ１６３／ＳＣ１ 会議報告
１．会議概要


開催日時：9 月 23 日（木）



開催形式：Zoom によるオンライン会議（写真 1 参照）



議長：Prof. Andrew H Holm（ドイツ）



委員会マネージャー：Mr. Benjamin Wienen（ドイツ）



参加国：11 ヵ国

19：00-20：30（日本時間）

フランス、イタリア、イギリス、韓国、フィンランド、オーストラリア、ベル
ギー、米国、日本、ロシア、中国（11 か国）
［日本からの出席者］
内海康雄、加藤信介、阿部陽香、萩原伸治、武田愛美

写真 1

ISO/TC163/SC1 Plenary meeting の様子

２．会議開催～前回議事録確認
(1)

SC1 の活動状況について

委員会マネージャーより、SC1 の概況として、参加国は、P メンバーが 25 か国、O メン
バーが 14 か国である旨の説明がなされた。
(2) 出席者の確認及び議題の確認
出席者の確認及び議題の確認がなされ、議題については、事前配信されたとおり承認され
た。
(3) 倫理と尊厳に関する指針について
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TMB（Technical Member Board；技術管理委員会）が発行し、各 TC/SC/WG に確認を要請し
ている ISO CODE Ethics and Respect について確認された。
(4) 議事録の確認
前回会議（2020 年 9 月開催）の議事録案について確認を行い、承認された。

３．WI の確認及び各 WG の活動・進捗状況について
(1)

WG8（含水率及び透湿特性：藤本哲夫（日本））

コンビナーの代理として、内海先生より、ISO 24353:2008/DAmd 1 が 2021 年 3 月に発行
されたことが報告された。また、ISO/FDIS 12571 が FDIS 投票中であることと、ISO 23327
が FDIS 投票をスキップして IS 発行となる予定であることが報告された。

(2)

WG15（建物と産業施設のサーモグラフィー：Mr. Anthony Piggin（カナダ））

コンビナーより、開発中の ISO/DIS 6781-1 に取り組んでいる旨の報告がされた。FDIS 投
票に対応できるようコメントの内容を検討し、10 月 15 日までに内容を修正したドラフトを
準備する予定である旨が報告された。

(3)

WG16（断熱性の現場測定法：加藤信介（日本））

コンビナーより、ISO 9869-2:2018/Amd 1 が 2021 年 6 月に発行されたことと、ISO/WD
9869-3 に取り組んでいるが 2 年での規格完成が難しいことが報告された。ISO/WD 9869-3 に
ついては、委員会マネージャーより 3 年を要することは問題ないとのコメントが出された。
また、WG16 の Convenor 任期の 3 年間延長が認められた。

(4)

WG17（窓及びドアの日射熱取得率：Mr. Kwang Ho Lee（韓国））

コンビナーより、ISO/FDIS 19467-2 の FDIS 投票が 2021 年 7 月に終了し、ISO 規格として
発行されることが報告された。
また、将来的に 3 つのアイテム（自然光を利用した SHGC の屋外測定、ガルニエ光度計
を使用した SHGC 測定、積分球検出器を使用した SHGC 測定）を提案予定である旨が報告
された。

(5)

WG19（周期加熱法による熱拡散率測定：富村寿夫（日本））

コンビナーの代理として、内海先生より ISO 21901 が 2021 年 2 月に発行されたことが報
告された。
委員会マネージャーより、さらなるプロジェクトの予定がない場合は WG 解散の可能性
があるとのコメントが出された。
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(6)

WG20（極低温度域における試験方法：Mr. Cui, Jun（中国））

コンビナーより、ISO/DIS 23766 の DIS 投票が 8 月に終了し、承認されたことが報告され
た。DIS 投票で寄せられたコメントはほとんど採用され、修正したドラフトを FDIS 投票の
ために ISO 事務局に提出する予定である旨が報告された。

(7)

WG21（段階的温度範囲における比熱の試験方法：阿部陽香（日本））

コンビナーより、ISO/WD 24144 は CD 投票をスキップし、DIS 投票に向けて調整してい
ることが報告された。

(8)

WG22（床下の空気分配システムのエネルギー性能：Dr. Kwang Ho Lee（韓国））

コンビナーより、新規 WG が立ち上がりコンビナーが任命され、新規業務項目の ISO/WD
7615 に取り組んでいる旨が報告された。

４．定期見直し投票結果への対応について
委員会マネージャーより、ISO の SR 投票について報告された。

５．ISO/TC61/SC10 とのリエゾンに関する報告
Liaison officer である Mr. Alain Koenen（フランス）より、ISO/TC61（プラスチック）/SC10
（発泡プラスチック）の活動が報告された。

６．その他
(1)

ISO 12569 について

委員会マネージャーより、進展のみられない WI として WG10 が担当している ISO 12569
の現状について報告された。
この件は事前に ISO 事務局と協議されており、2022 年の SR の時期に合わせて、改訂の
必要性等を検討することとなった。

(2)

P メンバーの活動活性化について

現在 25 か国の P メンバーの内、WG に参加しているのは 11 か国であるとの説明がなさ
れた。新しい WI の提案や P メンバーの連携活動等を、より活発に行ってほしいとのコメン
トが出された。
(3) 新規メンバーについて
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エストニアが新規に ISO/TC 163/SC 1 の O メンバーとなった旨が報告された。

(4)

ISO Virtual Meetings

ISO 事務局から配信されている新型コロナウイルス禍でのオンライン会議の対応につい
ては、2021 年 12 月 31 日まで延長注 5)されている旨が報告された。
注 5) 2021 年 9 月 23 日時点
(5) 来年の SC1 会議について
委員会マネージャーより、来年の本定例会議の開催は、2020 年より現地開催が保留とな
っている、モスクワ（ロシア）で開催する予定であるが、現時点では正式な招待状が届いて
いないことが説明された。
以上

16 ページ
ISO/TC 163/SC 1 N 1693

ISO/TC 163/SC 1
N 1693

Draft Report
for the plenary meeting of ISO/TC 163/SC 1 “Thermal performance and energy use in the
built environment - Test and measurement methods”
via Zoom on 2021-09-23
Opening time

P.M CEST

12:00

Closing time (not later than)

P.M CEST

15:00

Agenda
Item

Document
Number

1. Opening of the meeting
N 1641
The chair Prof Holm opened the meeting and welcomed the participants. He explained the rules for online
meetings.
2. Roll call of delegates
N 1682
The Attendees and head of delegation (HoD) introduced themselves:
Head of delegation (11/25)
Mr Alain Koenen
– AFNOR (France)
Mr Corrado Vincenzo
– UNI (Italy)
Mr Gerry Pettit
– BSI (United Kingdom)
Mr Kwang Ho Lee
– KATS (Republic of Korea)
Mr Lind Peter
– SFS (Finland)
Mr Maxwell Sean
– SA (Australia)
Mr Piet Vitse
– NBN (Belgium)
Mr Stanley Yee
– ANSI (United States)
Mr Utsumi Yasuo
– JISC (Japan)
Mr Voronin Alexey
– GOST R (Russian Federation)
Mr Wang Jiaqing
– SAC (China)
3. ISO Code of Conduct for the technical work
N 1449
The ISO code of conduct was circulated as N 1449 and presented. The code of conduct is shown at each
meeting.
4. Adoption of the draft agenda
The draft agenda was adopted without changes.

N 1678

5. Appointment of the resolution committee
Mr Pettit and Mr Koenen were appointed to assist the secretary with the drafting of the resolutions.
6. Adoption of the draft minutes of the plenary meeting on 2020-09-24

N 1578

There were no change requests prior or during the meeting. Mr Holm presented the minutes of the last
Meeting. The draft minutes were adopted with minor changes. There was a typo in the list of delegates,
regarding Anthony Piggin.
7. Report of the Secretariat
N 1665
Mr Wienen reported about the activities of the sub-committee. He reported about the term of the chair.
Ms Rossi will review the participation of the current meeting week and will contact the P-members to
promote a more active participation in SC 1.
7.1. Active participation of P-members
Mr Wienen reported about the active participation of the P-Members of the sub-committee.
8. Report of the Convenors of the technical committee working groups and follow-up of
actions:
8.1. ISO/TC 163/SC 1/WG 8 “Moisture content and moisture permeability” (Mr. Fujimoto)

N 1673

Mr Utsumi reported about the ongoing activities and the following work items:
 ISO 24353:2008/DAmd 1, Hygrothermal performance of building materials and products —
Determination of moisture adsorption/desorption properties in response to humidity variation 
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Number
Published in 2021/03
 ISO 23327, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of
moisture sorption/desorption properties in response to temperature variation  Proofing for
Publication
 ISO 12571, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of
hygroscopic sorption properties.  Proofing for FDIS
8.2. ISO/TC 163/SC 1/WG 15 “Thermography of buildings and industrial installations” (Mr.
Piggin)
Mr Piggin has send a short report about the ongoing activities. The working group is working on the
following work item:
 ISO/DIS 6781-1, Performance of buildings — Detection of heat, air and moisture irregularities in
buildings by infrared methods — Part 1: General procedures
The WG has reviewed the comments and is anticipating to have the fully updated draft ready by October 15th
so it can be processed for FDIS.
8.3. ISO/TC 163/SC 1/WG 16 “In-situ measurement of thermal resistance and thermal
transmittance of opaque building elements” (Mr. Kato)

N 1675

Mr Kato reported about the ongoing activities.
 ISO 9869-2:2018/Amd 1:2021, Thermal insulation — Building elements — In-situ measurement of
thermal resistance and thermal transmittance — Part 2: Infrared method for frame structure dwelling
— Amendment 1: Example of calculation of uncertainty analysis  Published in 2021/6
 ISO 9869-3, Thermal insulation of building elements — In-situ measurement of thermal resistance
and thermal transmittance — Part 3: Probe insertion method  Work is ongoing, preparation of DIS
WG 16 met on 2021-09-21 and would like to propose to change the target date for the CD-Ballot.
Currently it is set on 2021-11-15 and they would like to have about 6 additional months for the drafting
of the standard. The WG is preparing a resolution for a 36-month timeframe.
8.3.1.Convenor Term
Resolution 334 (1/2021 Online 2021-09-23) – Re-appointment of the WG 16 Convenor
ISO/TC 163/SC 1 decides to re-appoint Mr. Shinsuke Kato as Convenor of Working Group 16 "In-situ
measurement of thermal resistance and thermal transmittance of opaque building elements" for a further term
of 3 years.
P-members approving: 11
P-members disapproving: 0
P-members abstains: 0
The decision was unanimous
8.4. ISO/TC 163/SC 1/WG 17 “Solar heat gain coefficient of windows and doors” (Mr. Lee)

N 1674

8.4.1 Presentation about a new proposal - Outdoor measurement of SHGC using natural
sunlight, using Garnier Photometer and using integrated sphere detector
Mr Lee reported about the ongoing activities. The working group is working on the following work item:
 ISO 19467-2, Thermal Performance of windows and doors — Determination of solar heat gain
coefficient using solar simulator — Part 2: Centre of glazing, normal and off-normal incidence. 
Preparation for publishing
New work is planned for the following projects:
 Outdoor measurement of SHGC using natural sunlight;
 SHGC measurement using Garnier Photometer;
 SHGC measurement using integrated sphere detector.
8.5. ISO/TC 163/SC 1/WG 19 “Periodic heat method for thermal diffusivity of thermal insulation” N 1672
(Mr. Tomimura)
Mr Utmusi reported about the ongoing activities. The working group has published the following
standard in 2021/02:
 ISO 21901, Test method for thermal diffusivity of thermal insulation — Periodic heat method.
Mr Utmusi reported that there is no New Work planned at the moment.
Action: Mr Utsumi will contact the convenor and clarify if there are any further projects planned. If not a
ballot will be initiated to inactivate the working group.
8.6. ISO/TC 163/SC 1/WG 20 “Test methods at cryogenic temperature” (Mr. Cui)

N 1677

8.6.1. Presentation about a new proposal "Thermal insulating products for industrial installations
- Guidelines to mechanical properties testing at low temperature"

N 1681
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Mr Cui reported about the ongoing project:
 ISO 23766, Thermal insulating products for industrial installations — Determination of the coefficient
of linear thermal expansion at sub-ambient temperatures  Submitted to FDIS
Mr Cui presented a new work item proposal for Thermal insulating products for industrial installations —
Guidelines to mechanical properties testing at low temperature.
8.7. ISO/TC 163/SC 1/WG 21 “Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for
N 1676
buildings at elevated temperature range” (Ms. Abe)
Ms Abe reported about the ongoing activities. The working group is working on the project:
 ISO 24144, Thermal insulation — Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for
buildings in the high temperature range — DSC method  Preparing the DIS Document.
8.8. ISO/TC 163/SC 1/WG 22 "Energy performance of underfloor air distribution systems" (Mr.
Lee)
Mr Lee reported about the ongoing activities. The working group is working on:
 ISO 7615, Energy performance of building systems — Underfloor air distribution systems — Part 1:
Definitions, terminology, technical specifications and symbols.
There was a New work item registered for the Project. The working group was created and the convenor
was appointed. There was one Negative Vote from ANSI regarding the scope of TC 163/205. The
comment was discussed.
9. Systematic Reviews 2021
Mr Wienen reported about the systematic reviews:
 ISO 16957:2016
 Confirmed
 ISO 12572:2016
 Open until 2021-12-02
Mr Wienen reminded the attendees that at least 5 countries have to adopt the standard for a confirmation.
10. ISO/TC 163/SC 1 Liaison report about ISO/TC 61/SC 10 (Mr. Koenen)
Mr Koenen reported that there are no news from the TC.
11. Any other business
No discussion under this point of the agenda.
12. Work items on which no progress is being made - Status and action to be taken
12.1. ISO 12569 – Proposal to abandon the work item
The attendees discussed the proposal and voted on the following resolution
Resolution 335 (2/2021 Online 2021-09-23) - Abandon the active work item ISO/AWI 12569
ISO/TC 163/SC 1, Test and measurement methods,
noting
 That the proposed amendment can be included in a future revision,
 That the working group was disbanded,
 That the Systematic review will be started in 2022,
 That JISC proposed to include the changes in the next revision,
decides to withdraw the active work item for ISO/AWI 12569, Thermal performance of buildings and materials
— Determination of specific airflow rate in buildings — Tracer gas dilution method.
P-members approving: 11
P-members disapproving: 0
P-members abstains: 0
The decision was unanimous
13. Contributions to ISO/TC 163 Plenary meeting on 24 September 2021
Mr Koenen proposed to raise the point that the SC 2 and SC 3 meeting are not during the ISO meeting week.
SC 1 proposes to discuss the activity of the P-members.
14. Preparation of the next meeting (date, venue, home work)
The next meeting place is to be determined. A convenor meeting will take place in the beginning of the week.
15. Approval of resolutions
The resolutions were approved and circulated as N 1683.
16. Closure of the meeting
Prof Holm thanked the attendees and closed the meeting.

N 1683
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Date: 2021/08/11

Report of Working Group ISO/TC 163/SC 1/WG 8
ISO/TC 163/SC 1/WG 8
Convenor: Mr. Fujimoto Tetsuo
Title of WG: Moisture content and moisture permeability
Number of active WIs: 2

Since: 1984

Meeting(s) held since the last ISO/TC meeting: Seoul, Korea
Average number of ISO Members present: 18
Average number of Observers present: 1
Please attach an effective experts list to this report!
Identification of the Professional Standardization Support:
Progress on work items:
WI number

Respect of target dates
(Y/N)

Next action
undertaken

WI ISO FDIS 12571
Hygrothermal performance of
building materials and products -Determination of hygroscopic
sorption properties

Yes

International Standard
published

WI ISO PRF 23327
Hygrothermal performance of
building materials and products -Determination of moisture
sorption/desorption properties in
response to temperature variation

Yes

International Standard
published

ISO 24353:2008/Amd 1:2021
Hygrothermal performance of
building materials and products –
Determination of moisture
adsorption/desorption properties in
response to humidity variation –
Amendment1

2021/3 Published

Systematic Review

Questions and proposals to TC:
None
Date(s) and location(s) of the next meeting(s):
Undecided
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1 N163/SC 1 N 1675
Date: 2021/08/11

Report of Working Group ISO/TC 163/SC 1/WG 16
ISO/TC 163/SC 1/WG 16

Convenor: EmerProf. Kato Shinsuke Since: 2008

Title of WG: In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance of opaque

building elements
Number of active WIs: 1
Meeting(s) held since the last ISO/TC meeting: 2020-04-08 Online
Average number of ISO Members present: 28
Average number of Observers present: 1
Please attach an effective experts list to this report!
Identification of the Professional Standardization Support:
Progress on work items:
WI number

Respect of target dates
(Y/N)

Next action
undertaken

ISO 9869-2:2018/Amd 1:2021
Thermal insulation – Building
elements – In situ measurement of
thermal resistance and thermal
transmittance – Part 2:Infrared
method for frame structure dwelling
– Amendment 1:Example of
calculation of uncertainty analysis

2021/6 Published

Systematic Review

WI ISO AWI 9869-3
Thermal insulation – Building
elements – In situ measurement of
thermal resistance and thermal
transmittance – Part 3:Probe
insertion method

2021/9

Working draft
study initiated

Questions and proposals to TC:
None
Date(s) and location(s) of the next meeting(s):
2021-09-21 Online
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Date: 2021/07/26

Report of Working Group ISO/TC 163/SC 1/WG 17
ISO/TC 163/SC 1/WG 17
Convenor: Mr. Kwang Ho Lee
Title of WG: Solar Heat Gain Coefficient of Windows and Doors
Number of active WIs: 1

Since: 2013

Meeting(s) held since the last ISO/TC meeting: 2
Average number of ISO Members present: 12
Average number of Observers present: 2
Identification of the Professional Standardization Support: None
Progress on work items:
WI number
WI 19467-2

Respect of target dates
(Y/N)
Y

Next action
undertaken
FDIS
Voting
was
completed on July 7th,
2021 and FDIS 194672 has been approved
for
the
final
publication
as
ISO
standard. The limit
date
of
19467-2
Project
for
the
international standard
publication is Aug.
10th, 2021.

WI
WI
WI
WI

Questions and proposals to TC:

Date(s) and location(s) of the next meeting(s):
2021/10/13
Online meeting via Zoom
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Date: 2021/08/11

Report of Working Group ISO/TC 163/SC 1/WG 19
ISO/TC 163/SC 1/WG 19
Convenor: Dr. Tomimura Toshio
Since: 2017
Title of WG: Periodic heat method for thermal diffusivity of thermal insulation
Number of active WIs: 0
Meeting(s) held since the last ISO/TC meeting: Seoul, Korea
Average number of ISO Members present: 8
Average number of Observers present: 1
Please attach an effective experts list to this report!
Identification of the Professional Standardization Support:
Progress on work items:
WI number
WI ISO/DIS 21901
Thermal insulation – Test method for
thermal diffusivity – Periodic heat
method

Respect of target dates
(Y/N)
2021/2 Published

Questions and proposals to TC:
None
Date(s) and location(s) of the next meeting(s):
Undecided
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undertaken
May be revised and
added.
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Date: 2021/09/21

Report of Working Group ISO/TC 163/SC 1/WG 20
ISO/TC 163/SC 1/WG 20

Convenor: Mr. John Cui

Since: 2019

Title of WG: Test methods at cryogenic temperature
Number of active WIs: 1
Meeting(s) held since the last ISO/TC meeting: 1
Average number of ISO Members present: 5
Average number of Observers present: 0
Please attach an effective experts list to this report!
Identification of the Professional Standardization Support: 0
Progress on work items:
WI number
Respect of target dates (Y/N)
WI 1 ISO/FDIS 23766

2022

Next action undertaken
FDIS ballot

WI
WI
WI
WI

MEETINGS DATES

2020-09-21,Virtual, zoom; Experts from AFNOR, DIN, JISC, KATS, SAC present
RESOLUTIONS AND ACTIONS
ISO/TC 163/SC 01/WG20 – Resolution001 (Virtual meeting 1)
ISO/TC 163/SC 01/WG20, agrees that all comments received from the CD ballot, and
at the WG meeting held virtually on 2020/09/21 were discussed and will be incorporated
as agreed in the meeting into updated draft and forwarded to the secretary for circulation
as CD ballot again before the end of November.
The decision was unanimous.
The CD ballot of ISO 23766 is initiated on 2020-07-16, and ended in 2020-09-16. The
result of the ballot is 9 P-members in favour, 1 P-member against, 15 P-members
abstaining. The document ISO/TC 163/SC 1 N 1575 Form 8A(Committee decision for
DIS )is got from ISO/TC 163/SC 1 secretary.
The kind comments from CD ballot was discussed with the experts including experts who
was against, and the revised draft had reached the agreement of all experts.
Then DIS draft of ISO 23766 is submitted to ISO/TC 163/SC 1 secretary, and the DIS ballot
is initiated on 2021-05-12, and ended in 2020-08-04. The result of the ballot is 9 Pmembers in favour, 1 P-member against, 15 P-members abstaining, and approved for the
ballot.
Comments from DIS ballot are considered carefully, and most of them are adopted. The
draft is revised according to the comments and submitted to SC1 secretary for FDIS
ballot.
FUTURE WORK
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New proposal：
Thermal insulating products for industrial installations -Guidelines to mechanical prop
erties testing at low temperature.
The new proposal is from SAC and will be submitted to SC1 in Sep 2021.
Questions and proposals to TC:
NO
Date(s) and location(s) of the next meeting(s):
Not decided.
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Date: 2021/08/11

Report of Working Group ISO/TC 163/SC 1/WG 21
ISO/TC 163/SC 1/WG 21
Convenor: Dr. Abe Haruka
Since: 2019
Title of WG: Test method for Specific heat capacity of thermal insulation for buildings at
elevated temperature range
Number of active WIs: 1
Meeting(s) held since the last ISO/TC meeting: 2021-04-13 Online
Average number of ISO Members present: 6
Average number of Observers present: 1
Please attach an effective experts list to this report!
Identification of the Professional Standardization Support:
Progress on work items:
WI number
WI ISO/WD 24144
Thermal insulation – Test method for
Specific heat capacity of thermal
insulation for buildings in the high
temperature range – DSC method

Respect of target dates
(Y/N)
Yes
(Limit date 2021/6
Cancellation date
2021/12
CD skip voting now.)

Questions and proposals to TC:
None
Date(s) and location(s) of the next meeting(s):
Undecided
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Next action
undertaken
DIS registered

