JIS 意見受付公告

Key points of JIS to be established (notice)
ここでは，WTO/TBT 協定第 4 条 1 項に基づいて国内外の関係者に JIS の制定・改正前の意見提
出期間（最低 60 日）を設けるために，2019 年 4 月 22 日に日本工業標準調査会（JISC）のホー
ムページ（http://www.jisc.go.jp）に公告された JIS を紹介します。各規格ごとに，JIS 番号及び
名称，担当課，同等性記号，基礎として用いた国際規格，ICS を掲載しています。意見受付締切
日は 2019 年 6 月 20 日です。なお，掲載 JIS の概要については，JISC ホームページをご覧くだ
さい。
※ JISC ホームページに掲載がない場合は，各省庁担当窓口にお問い合わせください。

制定
C5920-4

Belt weighers̶Part 1: Metrological and technical require-

光伝送用パワー制御受動部品―第 4 部：シングルモード

光ファイバプラグレセプタクル形固定光減衰器
Fiber optic passive power control devices̶Part 4: Single-mode

S2154

IEC 61753-051-3

ments

[国標]

MOD

ﬁber, plug-receptacle style, ﬁxed optical attenuator
MOD

コンベヤスケール―第 1 部：計量要件及び技術要件

B7606-1

Establishment

[国電]
33.180.20

LP ガス用対震自動ガス遮断器

Automatic earthquake shut off valve for LPG

OIML R 50-1
コンベヤスケール―第 2 部：試験方法

B7606-2

Belt weighers̶Part 2: Tests procedures
MOD

なし

23.020.30；75.160.30；91.120.25

Z3063

鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波探傷試験方法

53.040.10

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第 2-28

部：ミシンの個別要求事項
Household and similar electrical appliances̶Safety̶Part
2-28: Particular requirements for sewing machines

及び判定基準

MOD

IEC 60335-2-28，

Method and acceptance criteria of ultrasonic examination for

MOD

IEC 60335-2-28/AMENDMENT 1

なし

25.160.40；77.040.20；77.140.15

Z3064

鉄筋コンクリート用機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測

[国電]

13.120；61.080；97.030

butt welding of deformed steel bars for concrete reinforcement
[国標]

[国標]

OIML R 50-2

C9335-2-28
[国標]

53.040.10

C60664-3

低圧系統内機器の絶縁協調―第 3 部：汚損保護のため

のコーティング，ポッティング及びモールディングの使用
Insulation coordination for equipment within low-voltage sys-

定試験方法及び判定基準

tems̶Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection

Method and acceptance criteria of ultrasonic examination for

against pollution

mechanical joints of deformed steel bars for concrete reinforce-

IDT

ment

[国標]

なし

25.160.40；77.040.20；77.140.15

[国電]

IEC 60664-3

C61300-3-25

29.080.30

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試

験及び測定手順―第 3-25 部：直角端面フェルール及び光ファイ
バ取付け直角端面フェルールの同心度測定

改正

Revision

B7603

ホッパースケール

MOD
B7604-1

Fiber optic interconnecting devices and passive components̶
Basic test and measurement procedures̶Part 3-25: ExaminaHopper weighers

OIML R 107-1

[国標]

tions and measurements̶Concentricity of non-angled ferrules

17.060

and non-angled ferrules with optical ﬁber installed

充填用自動はかり―第 1 部：計量要件及び技術要件

Automatic gravimetric ﬁlling instruments̶Part 1: Metrologi-

IDT
D5609

cal and technical requirements

[国標]

なし

なし

17.100

K7018

B7604-2

充填用自動はかり―第 2 部：試験方法（追補 1）

IEC 61300-3-25
タクシーメーター

[国電]
33.180.20

Taximeters

[国標]
43.040.15；43.040.30

繊維強化プラスチック―積層板の面内圧縮特性の求め方

Fiber-reinforced plastic composites̶Determination of com-

Automatic gravimetric ﬁlling instruments̶Part 2: Tests

pressive properties in the in-plane direction

[国標]

(Amendment 1)

[国標]

MOD

83.120

なし

17.100

Z8210

ISO 14126
案内用図記号（追補 2）

Public information symbols (Amendment 2)
●お問い合わせ先
経済産業省産業技術環境局：（03）3501-1511（代表）
［国標］：国際標準課，［国電］：国際電気標準課
For inquiry, please contact the Standards Development and
Planning Division, Industrial Science and Technology Policy
and Environment Bureau, METI. （03）3501-1511

なし
Z8301

[国標]
01.080.10

規格票の様式及び作成方法

Rules for the layout and drafting of Japanese Industrial Standards

[国標]

なし

01.120

Z8401
なし

数値の丸め方

Rounding of numbers

[国標]
01.060

1

