2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 1

1．制定/改正の別
制定
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G1216-1
規格名称 鉄及び鋼－ニッケル定量方法－第１部：ジメチルグリオキシムニッケル重量法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
JIS G 1216:1997は，鉄及び鋼中のニッケル定量方法を規定したもので，6種類の定量方法を規定している。現行規格
は，2017年に追補改正を行ったものの約24年経過したが，この間，JIS K 0050（化学分析方法通則），JIS K 8001（試
薬試験方法通則），JIS Z 8402［測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）］規格群及びJIS G 1201（鉄及び鋼
－分析方法通則）が改正され，試薬名称，許容差の計算方法及び分析方法規格に要求される事項などが変化してきた
ため，最新の技術的内容を導入したJISに改正する必要がある。
改正にあたり，“複数の分析方法が規定されている規格を改正する場合には，分析方法ごとに部編成規格として制定
する”とした，原案作成団体（日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格及び原料規格検討会）の統一見解に従い，規格の
使用実態アンケートの結果も踏まえ，新たに分析原理別に3分割して制定するものである。この規格は，“第1部：ジメ
チルグリオキシムニッケル重量法”として制定し，併せてJIS G 1216を廃止する。
【期待効果】
現行規格を分割制定することによって，規格使用者の利便性が高まるとともに，鉄鋼材料の成分組成が迅速かつ正
確に評価され，効率的な産業活動に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な規定項目は，次のとおり。
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 一般事項
5 要旨
6 試薬
7 器具
8 試料のはかりとり
9 操作
10 空試験
11 計算
12 許容差
附属書A（規定） ろ液中のニッケル含有量の原子吸光分析方法による定量
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア，イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 2

1．制定/改正の別
制定
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G1216-2
規格名称 鉄及び鋼－ニッケル定量方法－第2部：ジメチルグリオキシム沈殿分離エチレンジアミン四酢酸二水素二ナ
トリウム・亜鉛逆滴定法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
JIS G 1216:1997は，鉄及び鋼中のニッケル定量方法を規定したもので，6種類の定量方法を規定している。現行規格
は，2017年に追補改正を行ったものの約24年経過したが，この間，JIS K 0050（化学分析方法通則），JIS K 8001（試
薬試験方法通則），JIS Z 8402［測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）］規格群及びJIS G 1201（鉄及び鋼
－分析方法通則）が改正され，試薬名称，許容差の計算方法及び分析方法規格に要求される事項などが変化してきた
ため，最新の技術的内容を導入したJISに改正する必要がある。
改正にあたり，“複数の分析方法が規定されている規格を改正する場合には，分析方法ごとに部編成規格として制定
する”とした，原案作成団体（日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格及び原料規格検討会）の統一見解に従い，規格の
使用実態アンケートの結果も踏まえ，新たに分析原理別に3分割して制定するものである。この規格は，“第2部：ジメ
チルグリオキシム沈殿分離エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム・亜鉛逆滴定法”として制定し，併せてJIS G
1216を廃止する。
【期待効果】
現行規格を分割制定することによって，規格使用者の利便性が高まるとともに，鉄鋼材料の成分組成が迅速かつ正
確に評価され，効率的な産業活動に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な規定項目は，次のとおり。
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 一般事項
5 要旨
6 試薬
7 器具
8 試料のはかりとり
9 操作
10 空試験
11 計算
12 許容差
附属書A（規定） ろ液中のニッケル含有量の原子吸光分析方法による定量
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア，イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 3

1．制定/改正の別
制定
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G1216-3
規格名称 鉄及び鋼－ニッケル定量方法－第3部：ジメチルグリオキシム吸光光度法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
JIS G 1216:1997は，鉄及び鋼中のニッケル定量方法を規定したもので，6種類の定量方法を規定している。現行規格
は，2017年に追補改正を行ったものの約24年経過したが，この間，JIS K 0050（化学分析方法通則），JIS K 8001（試
薬試験方法通則），JIS Z 8402［測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）］規格群及びJIS G 1201（鉄及び鋼
－分析方法通則）が改正され，試薬名称，許容差の計算方法及び分析方法規格に要求される事項などが変化してきた
ため，最新の技術的内容を導入したJISに改正する必要がある。
改正にあたり，“複数の分析方法が規定されている規格を改正する場合には，分析方法ごとに部編成規格として制定
する”とした，原案作成団体（日本鉄鋼連盟標準化センター 鋼材規格及び原料規格検討会）の統一見解に従い，規格の
使用実態アンケートの結果も踏まえ，新たに分析原理別に3分割して制定するものである。この規格は，“第3部：ジメ
チルグリオキシム吸光光度法”として制定し，併せてJIS G 1216を廃止する。
【期待効果】
現行規格を分割制定することによって，規格使用者の利便性が高まるとともに，鉄鋼材料の成分組成が迅速かつ正
確に評価され，効率的な産業活動に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な規定項目は，次のとおり。
1 適用範囲
2 引用規格
3 用語及び定義
4 一般事項
5 要旨
6 試薬
7 試料のはかりとり
8 操作
9 空試験
10 検量線の作成
11 計算
12 許容差
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア，イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 4

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 A5526
規格名称 H形鋼ぐい
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、土木・建築など構造物の基礎に用いるH形鋼ぐいについて規定したものである。JIS Z 8301の改正にとも
なう様式調整及び用語及び定義の箇条を追加する。また、化学成分の規定外元素について、その他鋼材JISの定型文に
変更し、規定内容を明確化する。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上など
に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1） 箇条3（用語定義）及び箇条4（引用規格）
“用語及び定義”の箇条を新設し、引用規格として、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。
2） 箇条5（化学成分）
表2（化学成分）の規定外元素について，規格の要求事項を明確化するために，規定内容を見直す。（共通改正事項）
3） 箇条6（機械的性質）
厚さの区分に“40超え50以下”を追加し、“1A号”又は“4号”引張試験片の併記領域を明確化する。
4） 7.2（標準長さ）
JIS G 3192と同様に表5（標準長さ）を追加する。

（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 5

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3114
規格名称 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、橋梁、建築及びその他の構造物に用いる溶接性を考慮した耐候性熱間圧延鋼材について規定したもので
ある。対応国際規格であるISO 630-1が、2021年に改訂され第2版が発行された。そこで、国際規格との整合性を一層
図るべくJIS改正を行う必要がある。また、JIS Z 8301が改正されており、それに伴い新しい様式による改正を行うとと
もに、その他鋼材JISの共通改正項目を反映するとともに、用語規格（JIS G 0203）に定義している用語を適用するこ
とで、規定内容を簡素化しより明確な規定内容にする。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上など
に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1） 箇条3（用語定義）及び箇条4（引用規格）
“用語及び定義”の箇条を新設し、引用規格として，JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。また、焼入れ
（3.1）、H形鋼（3.2）及びCT形鋼（3.3）を個別用語定義する。
2） 箇条4（種類の記号及び適用厚さ）
表の注に、JIS G 3192の表5（CT形鋼の形状及び寸法の許容差）を追記する。
3） 箇条5（化学成分）
表2（化学成分）の規定外元素について，規格の要求事項を明確化するために，規定内容を見直す。（共通改正事項）
4） 箇条7（溶接性）
箇条名にJIS G 0203の用語“溶接性”を適用することで、細分箇条の構成見直し及び重複規定文の削除により、規定の
明確化及び簡素化する。
5） 箇条8（機械的性質）
附属書JAについて、JIS G 3101及びJIS G 3106と同様に適用範囲を見直す。
6） 11.2.2（引張試験片及び衝撃試験片の数）
衝撃試験片の数について、鋼材の種類及び熱処理を行う場合で試験片採取要領を箇条書きにし、規定内容を明確化す
る。

（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 6

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3136
規格名称 建築構造用圧延鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、建築構造物に用いる熱間圧延鋼材について規定したものである。対応国際規格をISO 630-1及びISO 6306に変更し、国際規格との整合性を一層図るべくJIS改正を行う必要がある。また、機械的性質について、JIS G 3101、
JIS G 3106及びJIS G 3114に適用している小型形鋼及び平鋼の規定を追加する。その他、JIS Z 8301が改正されてお
り、それに伴い新しい様式による改正を行うとともに、その他鋼材JISの共通改正項目を反映する。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上など
に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1） 序文及び箇条1（適用範囲）
国際対応規格をISO 630-1及びISO 630-6に変更する。また、旧規格のISO 24314は、ISO 630-6の発行にともない廃止
されており、削除する。
2） 箇条2（引用規格）及び箇条3（用語及び定義）
“用語及び定義”の箇条を新設し、引用規格として，JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。また、H形鋼
（3.1）及びCT形鋼（3.2）を個別用語定義する。
3） 箇条5（化学成分）
表2（化学成分）の規定外元素について，規格の要求事項を明確化するために，規定内容を見直す。（共通改正事項）
4） 箇条7（溶接性）
箇条名にJIS G 0203の用語“溶接性”を適用することで、細分箇条の構成見直し及び重複規定文の削除により、規定の
明確化及び簡素化する。
5） 箇条8（機械的性質）
JIS G 3101等の小型形鋼及び平鋼についての規定値（附属書JA）を追加する。また、表8（機械的性質）の注につい
て、CT形鋼を追加する。
6） 11.2.2（引張試験片及び衝撃試験片の数）
衝撃試験片の数について、鋼材の種類及び熱処理を行った場合で試験片採取要領を箇条書きにし、規定内容を明確化
する。

（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 7

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3115
規格名称 圧力容器用鋼板
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、圧力容器，高圧設備など（高温及び低温での使用を除く。）に用いる溶接性のよい熱間圧延鋼板につい
て規定したものである。対応国際規格であるISO 9328-1、 ISO 9328-3、 ISO 9328-5及びISO 9328-6は、2018年に改
訂されており、整合性を一層図るべくJIS改正を行う。また、JIS Z 8301が改正されており、それに伴う新しい様式によ
る改正を行うとともに、用語規格（JIS G 0203）に定義している用語を使用することで、規定内容を簡素化しより明
確な規定内容にする。
【期待効果】
この改正によって、国際規格との一層の整合が図れることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上などに寄与す
ることが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次の通りである。
1） 序文及び箇条1（適用範囲）
対応国際規格であるISO 9328-1、 ISO 9328-3、 ISO 9328-5及びISO 9328-6は、2018年に改正されたことを反映す
る。
2） 箇条2（引用規格）及び箇条3（用語及び定義）
“用語及び定義”の箇条を新設し、引用規格として，JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。また、焼入れ
（3.1）及び圧延のまま（3.2）を個別用語定義する。
3） 箇条6（化学成分）
表3（化学成分）の規定外元素について，規格の要求事項を明確化するために，規定内容を見直す。
4） 箇条7（溶接性）
箇条名にJIS G 0203の用語“溶接性”を適用することで、細分箇条の構成見直し及び重複規定文の削除により、規定の
明確化及び簡素化する。
5） 8.1（降伏点又は耐力，引張強さ，伸び及び曲げ性）
表8の“降伏点又は耐力”の厚さの記載様式を見直し、規定内容を明確化する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 8

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3124
規格名称 中・常温圧力容器用高強度鋼鋼板
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、中・常温で使用されるボイラ及び圧力容器に用いる高強度の熱間圧延鋼板について規定したものであ
る。JIS Z 8301が改正されており、それに伴う新しい様式による改正を行うとともに、その他圧力容器用鋼板JISの共通
改正項目を反映する。
【期待効果】
この改正によって、他の圧力容器鋼板JISとの共通的な規定の整合が図れることから、商取引の適正化、使用者の利便
性向上などに寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次の通りである。
1） 箇条2（引用規格）及び箇条3（用語及び定義）
“用語及び定義”の箇条を新設し、引用規格として，JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。また、圧延の
まま（3.1）を個別用語定義する。
2） 箇条6（化学成分）
表2（化学成分）の規定外元素について，規格の要求事項を明確化するために，規定内容を見直す。（共通改正事項）
3） 箇条7（溶接性）
その他鋼材JIS同様に、“溶接性”の箇条を追加し、要求事項を明確化した。また、表3（炭素当量）の表の様式を見直
す。
4） 8.1（常温引張性質）
表4の厚さ区分の記載様式を見直し、規定内容を明確化する。
5） 8.4（シャルピー吸収エネルギー）
試験片に関する用語を、JIS Z 2242の最新版へ見直す。

（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び/又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため市場におけるニーズが確認でき
る。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟）の普通鋼圧延鋼材（厚板）を参照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 9

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3303
規格名称 ぶりき及びぶりき原板
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
定期見直しに際し，調質度の記号を追加するとともに，表面仕上げの規定及び平たん度の規定を見直すなどの必要が
生じたため、改正する。
【期待効果】
改正によって、品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
今回の主な改正点は、次のとおりである。
a) 調質度の記号を追加した。
b) 表面仕上げの規定を見直した。
c) 平たん度の規定を見直した。
d) ぶりきのすず付着量試験方法の試験装置及び電解条件の規定を見直した。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
国際標準をJIS化するなどの場合
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
対応国際規格ISO 11949及びISO 11951が存在する。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 10

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3315
規格名称 ティンフリースチール
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
定期見直しに際し，調質度の記号を追加するとともに，表面仕上げの規定及び平たん度の規定を見直すなどの必要が
生じたため、改正する。
【期待効果】
改正によって、品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
今回の主な改正点は、次のとおりである。
a) 調質度の記号を追加した。
b) 表面仕上げの規定を見直した。
c) 平たん度の規定を見直した。
d) 電解はく離法の試験装置及び電解条件の規定を見直した。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
国際標準をJIS化するなどの場合
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
対応国際規格ISO 11950が存在する。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 11

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3191
規格名称 熱間圧延棒鋼及びバーインコイルの形状、寸法、質量及びその許容差
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、共通の規定内容を規定し、それぞれの棒鋼の製品規格が引用できるようにしたものであるが、寸法の許
容差について、JIS G 4051などの7つの製品規格で個別に同じ内容を規定している。定期見直しに際して、寸法の許容
差を新たに追加し、この規格を引用できるようにする。
【期待効果】
この規格に共通の内容を規定することにより、それぞれの棒鋼の製品規格がこの規格を引用できるようになり、わか
りやすい規格となる。また、規定内容を体系だって整理できて、わかりやすくなる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
今回の主な改正点は、次のとおりである。
a) 用語及び定義の箇条を変更し，棒鋼の定義を，バーインコイルを含めるように変更する。
b) 寸法の表し方の箇条を変更し，角鋼の寸法を，対辺距離で表すように変更する。
c) 寸法の許容差の箇条を変更し，JIS G 4051, JIS G 4052, JIS G 4053, JIS G 4107, JIS G 4108, JIS G 4801及びJIS G
4804で個別に規定している径又は対辺距離の許容差及び偏径差を，“機械構造用の許容差（許容差B）”として追加す
る。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規基準技術等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 12

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G4107
規格名称 高温用合金鋼ボルト材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、2007年の本体改正及び2010年の追補改正以降、改正が行われておらず、最新の状況を確認する必要があ
る。またこの規格の適用範囲は、棒鋼及び線材、線、並びにボルト半製品と広範囲にわたっているが、それぞれにつ
いての要求事項がわかりにくいとの問題点がある。今回、定期見直しに際して、最新の状況に見直すとともに、それ
ぞれについての要求事項を明確にし、わかりやすい規格内容とする。
【期待効果】
わかりやすく、誤解の生じない規定内容とすることができる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおりである。
a) 適用範囲の箇条を変更して，線を追加するとともに，旧規格の“ねじ加工を行っていないボルト及び植込ボルト”
を，“ボルト半製品”に変更する。
b) 用語及び定義の箇条を追加する。
c) 製造方法，機械的性質，形状，寸法の許容差，外観及び試験の箇条を，棒鋼，線材，線及びボルト半製品に分けて
規定するように変更する。
d) 製造方法の箇条を変更して，注文者が焼ならし焼戻し又は焼入焼戻しの熱処理を行い，製造業者が熱処理なしで棒
鋼及び線材を出荷する場合は，受渡当事者間の協定によることを追加する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び／又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため、市場におけるニーズが確認
できる。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟）の特殊鋼熱間圧延鋼材生産を参照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 13

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G4108
規格名称 特殊用途合金鋼ボルト用棒鋼
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
2007年の本体改正及び2010年の追補改正以降、改正されておらず、今回、定期見直しに際して、最新の状況に見直す
とともに、わかりやすい規格内容とする。
【期待効果】
わかりやすく、誤解の生じない規定内容とすることができる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおりである。
a) 用語及び定義の箇条を追加する。
b) 製造方法の箇条を変更し，注文者が焼入焼戻しの熱処理を行い，製造業者が熱処理なしで出荷する場合は，受渡当
事者間の協定によることとする。
c) 試験の箇条を変更し，シャルピー衝撃試験の振子の衝撃刃の形式は，半径2 mmの衝撃刃を適用することとする。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び／又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため、市場におけるニーズが確認
できる。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟）の特殊鋼熱間圧延鋼材生産を参照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回

鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 14

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3429
規格名称 高圧ガス容器用継目無鋼管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、鋼製高圧ガス容器の製造に用いる継目無鋼管について規定したものであるが、近年の市場製品の反
映、類似鋼管JISとの共通表記の確保などの観点から改正の要望があり、最近の市場・技術の実態に即して、JISを改正
する必要がある。
【期待効果】
この改正によって、高圧ガス容器用継目無鋼管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び取引の合理
化に資することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格からJIS B 8230及びJIS B 8241を外し、鉄鋼用語の2規格（JIS G 0202及びJIS G 0203）を追加する。
b) 新たに箇条3（用語及び定義）を設け、“JIS G 0202及びJIS G 0203による。”とし、後続の箇条番号を修正する。
c) 化学成分について、機械試験を規定しない成分保証規格であることから、表２に記載していない合金元素は，受渡
当事者間の協定がない限り、溶鋼を仕上げる目的以外に，意図的に添加することを禁止する。
d) 非破壊試験のより厳しい人工きずの区分への置き換えについて、及び警報レベルの設定について、製造業者の判断
による旨を明記する。また、“厳しい”の内容について、超音波探傷試験の場合は、“（深さが浅い）”及び渦電流探傷
試験の場合は、“（ドリル穴の場合は，径が小さく，角溝又はやすり溝の場合は，深さが浅い）”を追記する。
e) 報告について、“受渡当事者間の協定によって、合金元素を溶鋼を仕上げる目的以外で意図的に添加した場合は、
添加した合金元素の含有率を検査文書に付記する。”を追記する。

（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び/又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため市場におけるニーズが確認でき
る。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟発行）の普通鋼鋼管（その他管）継目無の欄参照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 15

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3472
規格名称 自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、自動車構造用に使用する電気抵抗溶接炭素鋼鋼管について規定したものであるが、近年の市場製品の
反映、類似鋼管JISとの共通表記の確保などの観点から改正の要望があり、最近の市場・技術の実態に即して、JISを改
正する必要がある。
【期待効果】
この改正によって、自動車構造用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び
取引の合理化に資することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格として、鉄鋼用語の3規格（JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203）を追加する。
b) 新たに箇条3（用語及び定義）を設け、“JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203による。”とする。
c) 化学成分の表2の段落の記載を“この表以外の合金元素”から“この表に記載していない合金元素”に変更する。
d) 附属書Aに記載する非破壊試験の探傷条件に関する“厳しい”の内容について、超音波探傷試験の場合は、“（深さが
浅い）”及び渦電流探傷試験の場合は、“（ドリル穴の場合は，径が小さく，角溝又はやすり溝の場合は，深さが浅
い）”を追記する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び/又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため市場におけるニーズが確認でき
る。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟発行）の普通鋼鋼管（構造用管）電縫の欄参照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 16

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3473
規格名称 シリンダーチューブ用炭素鋼鋼管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、内面を切削又はホーニング加工を行ってピストン形の油圧シリンダ及び空気圧シリンダのシリンダ
チューブを製造するのに用いる炭素鋼鋼管について規定したものであるが、近年の市場製品の反映、類似鋼管JISとの
共通表記の確保などの観点から改正の要望があり、最近の市場・技術の実態に即して、JISを改正する必要がある。
【期待効果】
この改正によって、シリンダーチューブ用炭素鋼鋼管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び取引
の合理化に資することが期待できる。

（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格として、鉄鋼用語の3規格（JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203）を追加する。
b) 新たに箇条3（用語及び定義）を設け、“JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203による。”とする。
c) 化学成分の表2の段落の記載を“この表以外の合金元素”から“この表に記載していない合金元素”に変更する。
d) 附属書Aに記載する超音波探傷試験の探傷条件に関する“厳しい”の内容について、“（深さが浅い）”を追記する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び/又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため市場におけるニーズが確認でき
る。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟発行）の普通鋼鋼管（構造用管）継目無及び電縫の欄参照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合
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1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G0551
規格名称 鋼－結晶粒度の顕微鏡試験方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
試験片の研磨面について，圧延方向に直角とすることを許容する条件を，｢結晶粒が等軸晶の場合｣に修正する必要が
ある。
【期待効果】
試験条件の適切化が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は，次のとおり。
・6.1（試験片の採取）の，研磨面を圧延方向に直角としてもよい条件を，｢結晶粒が等軸晶の場合｣に修正する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合
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1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G1201
規格名称 鉄及び鋼－分析方法通則
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は，JISの鋼材の各成分定量方法及び分析方法を規定した規格（以下，鉄鋼分析法規格という。）における鋼
材の分析方法に関する一般事項を規定したものであるが，2014年に改正されて以降，約7年経過した。
この間，鉄鋼分析法規格の改正を通じて確認された，見直すべき点及び通則に記載すべき事項を反映させる。また，
JIS Z 8101-1（統計－用語及び記号－第1部：一般統計用語及び確率で用いられる用語），JIS K 0115（吸光光度分析通
則），JIS K 0117（赤外分光分析通則），JIS K 0050（化学分析方法通則），JIS Z 2613（金属材料の酸素定量方法通
則），JIS Z 2615（金属材料の炭素定量方法通則），JIS Z 2616（金属材料の硫黄定量方法通則）及びJIS Z 8401（数値
の丸め方）が改正されていることから，最新の技術実態に合わせるため，改正する必要がある。さらに，JIS Z 8301
（規格票の様式及び作成方法）の改正に伴う変更内容を含めて，全体を見直す。
【期待効果】
この規格の改正によって，規格使用者の利便性が高まるとともに，鋼材の成分組成が迅速で正確に評価され，効率的
な産業活動に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は，次のとおり。
－ 次の用語の定義の記載を変更した［空試験，熱（接頭語）及び温（接頭語）］。
－ 次の用語の定義を，新たに記載した［認証標準物質，作業用標準物質及び冷（接頭語）］。
－ 次の共通一般事項の記載を変更した（全量ピペット及びビュレット，全量フラスコ及びはかり）。
－ 次の事項を，共通一般事項として新たに記載した（ピストン式ピペット，鉄，原液及び標準液，時計皿の使用，恒
量，及び許容差式の計算）。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア，イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 19

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 Z2246
規格名称 ショア硬さ試験－試験方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、前回改正から20年を経過したことから、内容の見直しを目的として改正を実施する。
主に
1)JIS Z 8401（数値の丸め方）が改正になり、規則A／Bが並列規定になったため、規則Aの適用を規定する。
2)JIS Z 8301（規格票の様式及び作成方法）が、改正になったため、様式修正、箇条見直しを実施する。
などの対応を実施する必要がある。
【期待効果】
・試験の信頼性の向上が期待され、円滑な取引を促進することが期待できる。
・規格利用者の利便性の向上が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
・序文削除。
・用語及び定義（箇条3） JIS Z 8301改正に対応して“用語及び定義”の箇条を追加する。
・硬さ値の算出（箇条8） JIS Z 8401改正を考慮して、丸めをA法とすることを追加する。
・測定結果の不確かさ（箇条9） 不確かさの位置づけを明確にするため、不確かさを合否判定に組み合わせないこと
を追加する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合
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1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 Z2247
規格名称 エリクセン試験方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、前回改正から14年を経過した。この間に対応国際規格が改正されたことなどから、内容の見直しを目的
として改正を実施する。
主に
1)対応国際規格との整合化を向上する。
2)JIS Z 8301（規格票の様式及び作成方法）が、改正になったため、様式修正、箇条見直しを実施する。
などの対応を実施する必要がある。
【期待効果】
・対応国際規格との整合性を向上することによって、ワンストップテスティングの実現を図り、円滑な国際間の取引
を促進することが期待される。さらに、国内取引における、試験の信頼性向上も期待できる。
・規格利用者の利便性の向上が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
・適用範囲（箇条1）対応国際規格に整合化させて、標準試験片以外の試験片を表1の範囲とし、工具及び試験片の識
別の情報を追加する。
・試験機（箇条6）従来、JIS B 7729を引用していたが、本文中に個別に規定するように変更する。
・試験片（箇条7）従来、“試験片及びエリクセン記号”としていた箇条を“記号及びその内容”と“試験片”にそれぞれ箇
条を再編成し、“試験片”の箇条を新たに設ける。試験片の箇条には、従来、“試験条件”で規定していた、くぼみ中心
及び隣り合うくぼみの距離を移動して規定する。
・グラファイトグリースの推奨成分（附属書A）円すい（錐）浸透能について、参考文献を追加する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合
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1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 Z2248
規格名称 金属材料曲げ試験方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、 前回改正から14年（追補改正から6年） を経過した 。この間に対応ISO 規格が 2回改訂になり、直近の
改訂では、附属書 （参考 _平面ひずみ条件での曲げ試験）が 追加 さ れた。 また、箇条構成にも差がある。要求事項
の整合化及び一部箇条構成の整合化を図る必要がある。
また、 JIS Z 8301：2019の様式を適用する必要がある。
【期待効果】
・対応ISO規格との整合性を向上することによって、ワンストップテスティングの実現を図り、円滑な国際間の取引を
促進することが期待される。さらに、国内取引における、試験の信頼性向上も期待できる。
・規格利用者の利便性の向上が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
・箇条構成の整合化
-箇条4（記号及び内容）の追加
-現箇条6（試験方法）を新箇条6（試験装置）及び新箇条8（試験方法)に分割再編
-現箇条5（試験片の形状並びに試験片の採取及び作成）を新箇条7（試験片)に改称し、再編
-附属書B（参考_平面ひずみ条件での曲げ試験)の追加
・Z8301:2019の様式の適用
・追補（2014）及び正誤表（2006及び2014）の取り込み
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 22

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3120
規格名称 圧力容器用調質型マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、圧力容器，高圧設備など（高温及び低温での使用を除く。）に用いる溶接性のよい熱間圧延鋼板につい
て規定したものである。
【期待効果】
この改正によって、国際規格との一層の整合が図れることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上などに寄与す
ることが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次の通りである。
1） 箇条3（用語及び定義）
“用語及び定義”の箇条を追加し、引用規格として，JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載した。また、焼入れ
（3.1）及び圧延のまま（3.2）を個別用語定義する。
2） 5.2.1.1（鋼板の熱処理）のa)
焼戻し時の保持時間について、表3を追加し、規定内容を明確化する。
3） 7.1（耐力，引張強さ，伸び及び曲げ性）
厚さ90 mm超えの鋼板で、10号引張試験片を使用した場合の伸び値の表を追加し、規定内容を明確化する。
4) 箇条14（注文者によって提示される情報）
箇条“注文者によって提示される情報”を追加する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回

鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 23

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G4401
規格名称 炭素工具鋼鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、前回2009年改正以降、改正されておらず、定期見直しに際し、最新の情勢を反映して規格内容の見直し
及び明確化を行うようにする。
【期待効果】
最新の情勢を反映し、わかりやすい規格とすることができる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
今回の主な改正点は、次のとおりである。
a) 鋼帯及び鋼板以外の鋼材、並びに冷間圧延を行う鋼板及び鋼帯において、焼ならしの熱処理を行わない場合は、受
渡当事者間の協定によることを規定する。
b) 化学成分の表中にCrを追加するとともに、“この表に記載していない合金元素は、受渡当事者間の協定がない限
り、溶鋼を仕上げる目的以外に、意図的に添加してはならない。”ことを規定する。
c) 鋼板及び鋼帯以外の鋼材の硬さの表に記載している焼きなまし温度は、参考であることを明確にする。
d) ロックウェル硬さの硬さの記号は、HRBWであることを規定にする。
e) 注文者によって提示される情報の箇条を追加し、“注文者が注文時に、少なくとも、鋼材の形状、種類の記号及び
寸法を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならない。”ことを規定する。
f) 旧規格の附属書JA（標準熱処理温度）を削除する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 24

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G4403
規格名称 高速度工具鋼鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、前回2015年改正以降、改正されておらず、定期見直しに際し、最新の情勢を反映して規格内容の見直し
及び明確化を行うようにする。
【期待効果】
最新の情勢を反映し、わかりやすい規格とすることができる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
今回の主な改正点は、次のとおりである。
a) 旧規格において、次回改正時の廃止を予告していた種類の記号（SKH50及びSKH52）を削除する。
b) 硬さの表の焼きなまし温度は、参考であることを明確にする。
c) 注文者によって提示される情報の箇条を追加し、“注文者が注文時に、少なくとも、鋼材の形状、種類の記号及び
寸法を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならない。”ことを規定する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回

鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 25

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G4404
規格名称 合金工具鋼鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、前回2015年改正以降、改正されておらず、定期見直しに際し、最新の情勢を反映して規格内容の見直し
及び明確化を行うようにする。
【期待効果】
最新の情勢を反映し、わかりやすい規格とすることができる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
今回の主な改正点は、次のとおりである。
a) 旧規格において、次回改正時の廃止を予告していた種類の記号（SKS11、SKS21、SKS4、SKS41、SKS43、SKS44、
SKS94、SKD2、SKD5、SKD6、SKT3及びSKT6）を削除する。
b) 鋼板及び鋼帯は、厚さによって、熱間圧延で製造できない場合は、受渡当事者間の協定によって、冷間圧延で製造
してもよいことを追加する。
c) 硬さの表の焼きなまし温度は、参考であることを明確にする。
d) 注文者によって提示される情報の箇条を追加し、“注文者が注文時に、少なくとも、鋼材の形状、種類の記号及び
寸法を製造業者、加工業者又は中間業者に提示しなければならない。”ことを規定する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 26

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3446
規格名称 機械構造用ステンレス鋼鋼管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、機械、自動車、自転車、家具、器具、その他の機械部品及び構造物に使用するステンレス鋼鋼管につ
いて規定したものであるが、最近の生産及び使用の実態を踏まえて、規格内容の充実を図るため、JISを改正する必要
がある。
【期待効果】
この改正によって、機械構造用ステンレス鋼鋼管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び取引の合
理化に資することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格としてJIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を追加する。
b) 用語及び定義の箇条を追加し、JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。
c) フェライト系ステンレス及びマルテンサイト系ステンレスの熱処理条件に記載している“空冷”を“急冷”に変更す
る。
d) 硬さ試験に引用しているJIS Z 2243-1（ブリネル硬さ試験）及びJIS Z 2244-1（ビッカース硬さ試験）の規格番号を
最新版に変更する。
e) 注文者によって提示される情報の箇条を設け、種類の記号、製造方法、寸法を記載する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 27

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3447
規格名称 ステンレス鋼サニタリー管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、酪農、食品工業、医療・医薬品工業などに用いるステンレス鋼サニタリー管について規定したもので
あるが、最近の生産及び使用の実態を踏まえて、規格内容の充実を図るため、JISを改正する必要がある。
【期待効果】
この改正によって、ステンレス鋼サニタリー管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び取引の合理
化に資することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格としてJIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を追加する。
b) 用語及び定義の箇条を追加し、JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。
c) 種類の記号の箇条に製造方法を表す記号を追記する。
d) 製造方法の箇条に外面及び内面ビード除去に関する規定を追加する。
e) 耐圧性能の箇条を削除し、試験及び検査の箇条から耐圧性能に関する規定を削除する。
f) 寸法の箇条に単位質量を追加し、算出式の表を記載する。
g) 平均外径の測定方法について、相互に直交する2方向の外径測定値の平均値による方法を追加する。また、外径許
容差の基準は、公称外径であることを明確化する。
h) 耐漏れ試験の非破壊検査について、人工きず区分の選択に関する規定文を見直し、簡素化及び明確化する。
i) 表示の箇条に製造方法を表す記号を追加する。
j) 注文者によって提示される情報の箇条を設け、種類の記号、製造方法、寸法を記載する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び/又は輸出において、本JISに関係する鋼材の取引が一定量認められるため市場におけるニーズが確認でき
る。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟発行）の特殊鋼鋼管のうち継目無、電縫、電弧溶接及び冷けん鋼管の欄参
照。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回

鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 28

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3448
規格名称 一般配管用ステンレス鋼鋼管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、給水、給湯、排水、冷温水、消火用水及びその他の配管に用いるステンレス鋼鋼管について規定した
ものであるが、最近の生産及び使用の実態を踏まえて、規格内容の充実を図るため、JISを改正する必要がある。
【期待効果】
この改正によって、一般配管用ステンレス鋼鋼管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び取引の合
理化に資することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格としてJIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を追加する。
b) 用語及び定義の箇条を追加し、JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。
c) 種類の記号の箇条に記載する用途に関する記述を削除し、製造方法を表す記号を追記する。
d) 製造方法の箇条に原板の熱処理に関する規定を追加する。
e) 製造方法の箇条に光輝熱処理を行い，表面スケールがない場合には、酸洗又はこれに準じる処理を省略可能とする
規定を追記する。
f) 製造方法の箇条に外面及び内面ビード除去に関する規定を追加する。
g) 寸法の箇条に単位質量を追加し、算出式の表を記載する。
h) 耐漏れ試験の非破壊検査について、人工きず区分の選択に関する規定文を見直し、簡素化及び明確化する。
i) 表示の箇条に製造方法を表す記号を追加する。
j) 注文者によって提示される情報の箇条を設け、種類の記号、製造方法、寸法を記載する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 29

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3460
規格名称 低温配管用鋼管
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、氷点以下の特に低い温度で用いる配管用鋼管について規定したものであるが、最近の生産及び使用の
実態を踏まえて、規格内容の充実を図るため、JISを改正する必要がある。
【期待効果】
この改正によって、低温配管用鋼管の品質の評価方法の改善等が図られ、生産性の向上及び取引の合理化に資する
ことが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 引用規格としてJIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を追加する。
b) 用語及び定義の箇条を追加し、JIS G 0201、JIS G 0202及びJIS G 0203を記載する。
c) 種類の記号の箇条に製造方法を表す記号を追記する。
d) 試験の箇条のシャルピー衝撃試験について、振子の衝撃刃の形式に関する規定を追加する。
e) 試験の箇条の非破壊検査について、人工きず区分の選択に関する規定文を見直し、簡素化及び明確化する。
f) 注文者によって提示される情報の箇条を設け、種類の記号、製造方法、寸法を記載する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 30

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 Z2249
規格名称 コニカルカップ試験方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、前回改正から10年を経過したことから、内容の見直しを目的として改正を実施する。
主に
1)直径不同及び真球度に、注として、説明（JIS B 1501から引用）を追加する。
2)JIS Z 8301（規格票の様式及び作成方法）が、改正になったため、様式修正、箇条見直しを実施する。
などの対応を実施する必要がある。
【期待効果】
・試験の信頼性の向上が期待され、円滑な取引を促進することが期待できる。
・規格利用者の利便性の向上が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
・試験工具（箇条4）表1を試験片と試験工具に大括りして再編集する。
・工具の精度に規定された、直径不同及び真球度に、注として、説明（JIS B 1501から引用）を追加する。
・JIS Z 8301に規定された様式にしたがって再編集、及び表現見直しを実施する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 31

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G0582
規格名称 鋼管の自動超音波探傷検査方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、継目無鋼管の管軸方向のきず及び溶接鋼管（サブマージアーク溶接鋼管を除く。）の溶接部の管軸方
向のきずを検査する自動超音波斜角探傷検査方法について規定したものであるが、対応国際規格の改訂状況及び使用
の実態を踏まえて、規格内容の充実を図るため、JISを改正する必要がある。
【期待効果】
・検査の信頼性の向上が期待され、円滑な取引を促進することが期待できる。
・規格利用者の利便性の向上が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 対応国際規格に合わせて、以下を見直す。
－第三者による検査の場合の規定を追加
－対応国際規格の追補改訂に合わせて、再検査に関する注記を削除
b) 引用規格であるJIS Z 2305（非破壊試験技術者の資格及び認証）の規格名を最新版に変更する。
c) 非破壊試験技術者の資格付与に関する用語をJIS G 0431（鉄鋼製品の雇用主による非破壊試験技術者の資格付与）
に使用されている表現に合わせる。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 32

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G0584
規格名称 アーク溶接鋼管の超音波探傷検査方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、内外両面を長手方向又はスパイラル状に自動アーク溶接法によって製造した、炭素鋼鋼管及びフェラ
イト系合金鋼鋼管の溶接部に適用される超音波探傷検査方法について規定したものであるが、対応国際規格の改訂状
況及び使用の実態を踏まえて、規格内容の充実を図るため、JISを改正する必要がある。
【期待効果】
・検査の信頼性の向上が期待され、円滑な取引を促進することが期待できる。
・規格利用者の利便性の向上が期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
a) 対応国際規格に合わせて、以下を見直す。
－第三者による検査の場合の規定を追加
－対応国際規格の追補改訂に合わせて、再検査に関する注記を削除
b) 非破壊試験技術者の資格付与に関する用語をJIS G 0431（鉄鋼製品の雇用主による非破壊試験技術者の資格付与）
に使用されている表現に合わせる。
c) 「超音波探傷試験」の表現について、合否判定を含む場合には、「超音波探傷検査」に変更する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
幅広い関係者が活用する統一的な方法を定める規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 33

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G0320
規格名称 鋼材の溶鋼分析方法
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は，鋼材製品規格における溶鋼分析の分析試験方法の規定を，この規格の引用だけとして簡略化する（鋼材
製品規格を改正することなく，常に最新の鉄鋼分析法規格の適用を可能とする）ことを目的としたものであるが，
2017年に追補改正されて以降，約4年経過した。
この間，鉄鋼分析方法の規格は，3規格が廃止，7規格が制定，及び1規格の名称が変更されたことから，最新の技術実
態に合わせるため，改正する必要がある。
【期待効果】
この規格の改正によって，規格使用者の利便性が高まるとともに，鋼材の成分組成が迅速で正確に評価され，効率的
な産業活動に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は，次のとおり。
－ 2017年の追補改正以降の，鋼材分析方法規格の廃止，制定及び名称変更を反映させる。
－ 次の用語の定義を削除する（独自の分析方法，認証標準物質及び作業用標準物質）。
－ 引用規格の番号及び名称の表を，定量成分と引用規格の番号との表に変更する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア，イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
鉄鋼市場及び輸出において，この規格が関係する鋼材の取引が一定量認められ，市場におけるニーズが確認できる。
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
鉄鋼統計要覧（一般社団法人日本鉄鋼連盟）の粗鋼生産統計，鋼材輸出入統計

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 34

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G0416
規格名称 鋼及び鋼製品－機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに調整
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、形鋼，棒鋼，線材，鋼板（鋼帯及び平鋼を含む。）及び鋼管の各製品から採取する機械試験用供試材・
試験片の識別表示，採取位置及び調製について規定したものである。傾斜厚フランジを持つ形鋼の試験片採取は、
ウェブから採取する場合及びフランジから採取する場合が規定されている。ただし、現状の規定では、引合い・注文
時の合意が必要な場合及び傾斜厚フランジから採取した場合の機械加工の内容が不明確なため、追補改正で明確化す
る。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上など
に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1） A.2.1（幅方向の試験片採取位置）
傾斜厚フランジの試験片採取位置の規定内容を、次のように明確化する。
a) 傾斜厚フランジから試験片を採取した場合、傾斜厚で試験実施が困難な場合、矩形形状に機械加工してもよいこと
を明確化する。
b) ウェブから試験片採取する場合にのみ、引合い・注文時の合意が必要であることを明確化する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
市場適合性を有する分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
⑤市場適合性を有している場合の内容
国際標準をJIS化するなどの場合
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）
対応国際規格ISO 377が存在する。

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

2021年度 第4回 鋼材規格三者委員会（書面審議）

資料 35

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3101
規格名称 一般構造用圧延鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、橋梁，船舶，車両その他の構造物に用いる一般構造用の熱間圧延鋼材及び熱間押出形鋼について規定し
たものである。JIS G 0203（鉄鋼用語：製品及び品質）を2022年度改正に向け作業中である。その中で、JIS G 3101
及びJIS G 3106の“鍛錬成形比”の定義が、今回審議予定の製品規格と不整合があり、また一部不正解なことより、追
補1として改正する。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上など
に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1) 3.7（鍛錬成形比）
用語定義を、今回審議予定の製品規格〔JIS G 4401（炭素工具鋼鋼材）〕で規定している定義に整合するよう、“変形
の大きさの度合いであり，鋳造時の断面積と熱間押出し後の断面積の比”に修正する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合
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資料 36

1．制定/改正の別
改正
2．産業標準案の番号及び名称
規格番号 G3106
規格名称 溶接構造用圧延鋼材
3．主務大臣
経済産業大臣
4．制定・改正の内容等に関する事項
（1）制定改正の必要性及び期待効果
【必要性】
この規格は、橋梁，船舶，車両，石油貯槽，容器及びその他の溶接構造物に用いる熱間圧延鋼材及び熱間押出形鋼で
あって，特に溶接性の優れたものについて規定したものである。JIS G 0203（鉄鋼用語：製品及び品質）を2022年度
改正に向け作業中である。その中で、JIS G 3101及びJIS G 3106の“鍛錬成形比”の定義が、今回審議予定の製品規格
と不整合があり、また一部不正解なことより、追補1として改正する。
【期待効果】
この改正によって、全ての規格使用者の理解共有化を図られることから、商取引の適正化、使用者の利便性向上など
に寄与することが期待できる。
（2）制定の場合は規定する項目を、改正の場合は改正点
主な改正点は、次のとおり。
1) 3.3（鍛錬成形比）
用語定義を、今回審議予定の製品規格〔JIS G 4401（炭素工具鋼鋼材）〕で規定している定義に整合するよう、“変形
の大きさの度合いであり，鋳造時の断面積と熱間押出し後の断面積の比”に修正する。
（3）制定・改正の主旨
①利点がある場合にその項目（コード等一覧参照）
ア、イ
②欠点があるとする項目に該当しないことを確認（コード等一覧参照）
確認
③国が主体的に取り組む分野に該当しているか、又は市場適合性を有しているか。
国が主体的に取り組む分野
④国が主体的に取り組む分野に該当する場合の内容
強制法規技術基準等に引用される規格
⑤市場適合性を有している場合の内容
⑥市場適合性を明らかにする根拠、理由等（定量的なデータ等）

コード等一覧
産業標準化の利点があると認める場合
ア． 品質の改善若しくは明確化、生産性の向上又は産業の合理化に寄与する。
イ． 取引の単純公正化又は使用若しくは消費の合理化に寄与する。
ウ． 相互理解の促進、互換性の確保に寄与する。
エ． 効率的な産業活動又は研究開発活動の基盤形成に特に寄与する。
オ． 技術の普及発達又は国際産業競争力強化に寄与する。
カ． 消費者保護、環境保全、安全確保、高齢者福祉その他社会的ニーズの充足に寄与する。
キ． 国際貿易の円滑化又は国際協力の促進に寄与する。
ク． 中小企業の振興に寄与する。
ケ． 基準認証分野等における規制緩和の推進に寄与する。
コ． その他、部会又は専門委員会が認める工業標準化の利点
産業標準化の欠点があると認める場合
ア． 著しく用途が限定されるもの又は著しく限られた関係者間で生産若しくは取引されるものに係るものである。
イ． 技術の陳腐化、代替技術の開発、需要構造の変化等によってその利用が縮小しているか、又はその縮小が見込まれる。
ウ． 標準化すべき内容及び目的に照らし、必要十分な規定内容を含んでいない。また、含んでいる場合であっても、その規定内容が現在の知見
からみて妥当な水準となっていない。
エ． 当該案の内容及び既存のＪＩＳとの間で著しい重複又は矛盾がある。
オ． 対応する国際規格が存在する場合又はその仕上がりが目前である場合であって、当該国際規格等との整合化について、適切な考慮が行わ
れていない。
カ． 対応する国際規格が存在しない場合、当該ＪＩＳの制定又は改正の輸入への悪影響について、適切な考慮が行われていない。
キ． 原案中に特許権等を含む場合であって、特許権者等による非差別的かつ合理的条件での実施許諾を得ることが明らかに困難である。
ク． 原案が海外規格（ＩＳＯ及びＩＥＣが制定した国際規格を除く）その他他者の著作物を基礎とした場合、著作権に関する著作権者との調整が行
われていない。
ケ． 技術が未成熟等の理由で、ＪＩＳとすることが新たな技術開発を著しく阻害する恐れがある。
コ． 強制法規技術基準・公共調達基準との関係について、適切な考慮が行われていない。
サ． 工業標準化法の趣旨に反すると認められるとき。
国が主体的に取り組む分野に該当する場合
1． 基礎的・基盤的な分野
2． 消費者保護の観点から必要な分野
3． 強制法規技術基準、公共調達基準等に引用される規格
4． 国の関与する標準化戦略等に基づき国際規格提案を目的としている規格
市場適合性を有している場合
1． 国際標準をJIS化するなどの場合
2． 関連する生産統計等によって、市場におけるニーズが確認できる場合、又は将来において新たな市場獲得が予想される場合
3． 民間における第三者認証制度に活用されることが明らかな場合
4． 各グループ [生産者等及び使用・消費者又はグループを特定しにくいJIS（単位、用語、製図、基本的試験方法等）にあっては中立者] の利便
性の向上が図られる場合

