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制定 　Establishment

B7923　換気カプセル形発汗量測定器
Perspiration meter with ventilation capsule [国標]

なし 17.060

B8741-1　ファインバブル技術―ファインバブルの使用及び測定に
関する一般原則―第 1部：用語
Fine bubble technology̶General principles for usage and mea-

surement of fine bubbles̶Part 1: Terminology [国標]

IDT　ISO 20480-1 01.040.07；07.030

C6950-22　情報技術機器―安全性―第 22部：屋外に設置する機
器
Information technology equipment̶Safety̶Part 22: Equip-

ment to be installed outdoors [国電]

MOD　IEC 60950-22 29.020；35.020

K0217　分析化学用語（熱分析部門）
Technical terms for analytical chemistry (thermal analysis 

part) [国標]

なし 01.040.71；71.040.01

＊Q13315-4　コンクリート及びコンクリート構造物に関する環境
マネジメント―第 4部：コンクリート構造物の環境設計
Environmental management for concrete and concrete struc-

tures̶Part 4: Environmental design of concrete structures

 [住宅]

MOD　ISO 13315-4 13.020.10；91.080.40；91.100.30

＃T62366-1　医療機器―第 1部：ユーザビリティエンジニアリン
グの医療機器への適用
Medical devices̶Part 1: Application of usability engineering 

to medical devices [医療]

IDT　IEC 62366-1 11.040.01

X33003　情報技術―プロセスアセスメント―プロセス測定フレー
ムワークに対する要求事項
Information technology̶Process assessment̶Requirements 

for process measurement frameworks [国電]

IDT　ISO/IEC 33003 35.080

改正 　Revision

＊A1110　粗骨材の密度及び吸水率試験方法
Methods of test for density and water absorption of coarse ag-

gregates [住宅]

MOD　ISO 6783 91.100.30

＊A1115　フレッシュコンクリートの試料採取方法
Method of sampling fresh concrete [住宅]

MOD　ISO 1920-1 91.100.30

＊A1132　コンクリートの強度試験用供試体の作り方
Method of making and curing concrete specimens [住宅]

MOD　ISO 1920-3 91.100.30

B9946　排水・用水用オゾン処理装置―仕様項目及びオゾン濃度
測定方法
Ozone treatment apparatus for water and wastewater includ-

ing other oxidation uses̶Specifications of apparatus and mea-

surement methods for ozone concentration [国標]

なし 13.060.25；13.060.30

C6121-5-2　光増幅器―第 5-2部：品質評価規格―光ファイバ増幅
器の信頼性評価
Optical amplifiers̶Part 5-2: Qualification specifications̶Re-

liability qualification for optical fiber amplifiers [国電]

IDT　IEC 61291-5-2 33.180.30

E2301　電車線路用がいし
Insulators for overhead contact line systems [国標]

なし 29.080.10

G0553　鋼のマクロ組織試験方法
Steel̶Macroscopic examination by etching [国標]

MOD　ISO 4969 77.040.99；77.080.20

G0557　鋼の浸炭硬化層深さ測定方法
Methods of measuring case depth hardened by carburizing 

treatment for steel [国標]

なし 77.040.30；77.040.99；77.080.20

G0559　鋼の炎焼入及び高周波焼入硬化層深さ測定方法
Steel̶Determination of case depth after flame hardening or 

induction hardening [国標]

MOD　ISO 18203 77.040.99；77.080.20

R3411　ガラスチョップドストランドマット
Textile glass chopped strand mats [国標]

なし 59.100.10

＃T6004　歯科用金属材料の試験方法
Dental metallic materials̶Test methods [医療]

MOD　ISO 22674 11.060.10

＃T6520　義歯床用長期弾性裏装材
Long-term soft lining materials for removable dentures [医療]

MOD　ISO 10139-2 11.060.10

＃T6524　高分子系歯科小か（窩）裂溝封鎖材

●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
国土交通省：（03）5253-8111（代表）
［住宅］：住宅局住宅生産課
厚生労働省医薬・生活衛生局：（03）5253-1111（代表）
［医療］：医療機器審査管理課

For inquiry, please contact the Standards Development and
Planning Division, Industrial Science and Technology Policy 
and Environment Bureau, METI.　（03）3501-1511

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 5月 20日（＊は 2019年 6月 17日，＃は 2019

年 5月 24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 7月 18日（＊は 2019年 8

月 16日，＃は 2019年 7月 23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。
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Dentistry̶Polymer-based pit and fissure sealants [医療]

MOD　ISO 6874 11.060.10

Z7161　フロン類又はフロン類代替物質を使用する製品の環境影響
度の目標達成度表示方法

Labels for environmental-impacts achievement levels for the 

products using fluorocarbons or alternative fluorocarbons

 [国標]

なし 13.020.99


