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JIS 機械分野（部門B）  

制定・改正

規格番号 文書標題 文書標題(英文)
出版

年月日
状態 旧規格番号

JIS B 1586:2019 滑り軸受―固体潤滑剤埋込型軸受
Plain bearings -- Bearings with
embedded solid lubricants

R1.6.20 1,944円 (本体1,800円)
出版＿
制定

JIS B 1587:2019 滑り軸受―固体潤滑剤分散型軸受
Plain bearings -- Bearings
containing dispersed solid
lubricants

R1.6.20 1,944円 (本体1,800円)
出版＿
制定

JIS B 1862:2019
摩擦ベルト伝動―Ｖリブドプーリ及
びベルトの寸法―ＰＫ形

Belt drives -- V-ribbed pulleys and
belts -- PK profile: Dimensions

R1.6.20 1,944円 (本体1,800円)
出版＿
制定

JIS B 8122:2019
コージェネレーションシステムの性
能試験方法

Test methods for measuring
performance of cogeneration
system

R1.6.20 3,240円 (本体3,000円)
出版＿
改正

JIS B 8122:2009

JIS B 8366-3:2019
油圧・空気圧システム及び機器―
シリンダ―構成要素及び識別記号
―第３部：標準ピストンストローク

Fluid power systems and
components -- Cylinders --
Elements and identification code --
Part 3: Basic series of piston
strokes

R1.6.20 1,296円 (本体1,200円)
出版＿
改正

JIS B 8366-
3:2000

JIS B 8366-4:2019

油圧・空気圧システム及び機器―
シリンダ―構成要素及び識別記号
―第４部：ピストンロッド先端形状及
び寸法

Fluid power systems and
components -- Cylinders --
Elements and identification code --
Part 4: Piston rod end types and
dimensions

R1.6.20 1,620円 (本体1,500円)
出版＿
改正

JIS B 8366-
4:2000

JIS B 9703:2019
機械類の安全性―非常停止機能
―設計原則

Safety of machinery -- Emergency
stop function -- Principles for
design

R1.5.25 1,944円 (本体1,800円)
出版＿
改正

JIS B 9703:2011

JIS B 9705-1:2019
機械類の安全性―制御システムの
安全関連部―第１部：設計のため
の一般原則

Safety of machinery -- Safety-
related parts of control systems --
Part 1: General principles for
design

R1.5.25 4,860円 (本体4,500円)
出版＿
改正

JIS B 9705-
1:2011

JIS B 9705-2:2019
機械類の安全性―制御システムの
安全関連部―第２部：妥当性確認

Safety of machinery -- Safety-
related parts of control systems --
Part 2: Validation

R1.5.25 4,536円 (本体4,200円)
出版＿
制定

JIS B 9710:2019
機械類の安全性―ガードと共同す
るインターロック装置―設計及び選
択のための原則

Safety of machinery -- Interlocking
devices associated with guards --
Principles for design and selection

R1.5.25 4,536円 (本体4,200円)
出版＿
改正

JIS B 9710:2006

JIS B 9716:2019
機械類の安全性―ガード―固定式
及び可動式ガードの設計及び製作
のための一般要求事項

Safety of machinery -- Guards --
General requirements for the
design and construction of fixed
and movable guards

R1.5.25 3,240円 (本体3,000円)
出版＿
改正

JIS B 9716:2006

JIS B 9960-1:2019
機械類の安全性―機械の電気装
置―第１部：一般要求事項

Safety of machinery -- Electrical
equipment of machines -- Part 1:
General requirements

R1.5.25 5,616円 (本体5,200円)
出版＿
改正

JIS B 9960-
1:2008;JIS B

9960-
1:2008/AMENDM

ENT 1:2011

JIS B 9962:2019
機械類の安全性―機械類のケーブ
ルレス制御システムに対する要求
事項

Safety of machinery --
Requirements for cableless control
systems of machinery

R1.5.25 2,808円 (本体2,600円)
出版＿
制定

JIS B 9971:2019 機械安全に関する要員の力量
Personnel competence for
machinery safety

R1.5.25 2,376円 (本体2,200円)
出版＿
制定
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今回公表されたＴＲ、ＴＳは
ありません。

廃止

規格番号 文書標題 文書標題(英文)
出版

年月日
状態 移行先

TR B 0035:2019
工作機械―放電加工機のリスクア
セスメントの実用的ガイダンス及び
事例

Machine tools -- Practical
guidance and example of risk
assessment on electro-discharge
machines

R1.6.20 8,100円 (本体7,500円)
出版＿
公表

TR B 0036:2019
工作機械―据付け形研削盤のリス
クアセスメントの実用的ガイダンス
及び事例

Machine tools -- Practical
guidance and example of risk
assessment on stationary grinding
machines

R1.6.20 11,340円 (本体10,500円)
出版＿
公表
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