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1．はじめに

前回紹介したとおり，建材からの汚染化学物質の放散量

測定方法および室内空気中の化学物質の濃度測定方法に係

るJIS，23規格（表1参照）について，JISの改正見直しの検

討と，改正が必要なものについて改正原案の作成を行った。

検討および改正作業は，平成23年度〜 24年度の2カ年で，

当センター内に組織した2つの委員会，「建材等からの放散

測定法JIS改正委員会」（委員長：田辺新一 早稲田大学教

授），「室内空気測定法JIS改正委員会」（委員長：加藤信介 

東京大学教授）において，対応する国際規格の最新動向等を

踏まえて実施した。

この内容を，報告書（参考文献参照）を基に，前回（2013

年6月号）に引き続いて報告する。今回は，室内空気測定に

関するJIS 10件の検討内容，ならびに検討を進める中で課

題となった用語等の統一に関する検討について記述する。

2．室内空気測定JISと対応国際規格

室内空気測定に関するJISは，表1の太枠内の10規格で

ある。これらのJISとISOとの関係を図1に示す。規格の

作成に当たっては，シックハウス問題に早急に対応する必要

があり，国際的な動向も視野に入れISO/TC146（大気の質）

/SC6（室内空気）で提案・検討されているISO規格，または

ISOの規格が成案になる前のCD（ committee draft），DIS

（draft International Standard），FDIS（final DIS）などの規

格原案を基に，国内の施策，研究動向も反映しつつJIS化が

進められた。この際に参考としたISO原案は，その後修正

などを経てISとして制定・発行されている。また，ISが見

直し時期を迎えて改正されたものもあることから，最新国際

規格の調査を行いJISの内容を見直す必要が生じていた。

なお，ISO/TC146/SC6の日本国内事務局は，当センターが

担当している。

3．室内空気測定JISの改正審議の概要

「室内空気測定法JIS改正委員会」において，検討対象の

JIS 10規格に関して審議を行い，その結果に基づき改正原

案を作成した。JIS A 1968，JIS A 1969を除く8規格に関

しては対応国際規格（ISO）が存在するため，JIS原案作成時

に参照した国際規格（原案含む）と最新国際規格との比較に

よる変更点等の調査を行い，その結果を基に，日本の国内法

規および技術水準に矛盾しない範囲で，ISOとの整合を考慮

している。ただし，齟齬が生じる項目に関しては，ISOに一

致させずこれを修正した。また，JIS制定当時に国際規格（原

案含む）を直訳したため，JISとして文章が適切でないもの

があることから，必要に応じて修正を行った。なお，改正作

業に当たっては，ISOに修正案を求めることが望ましいと考

えられる点がいくつか見受けられた。今後，必要に応じて

ISO規格の改正について提案を行う必要があると考える。

このほかに，改正原案の作成においてJIS Z 8301（規格

票の様式及び作成方法）に合わせて，例えば備考を本文また

は注記に変更する等の修正も行った。

審議結果について，次にまとめる。規格数が多いことか

ら，誌面の都合上規格の詳細説明は省略し，改正に係る審

議の内容のみ紹介する。

（1）JIS A 1960（室内空気サンプリング方法通則）

本JISは，ISO/DIS 16000-1を基に作成されており，そ

の後，ISO 16000-1が2004年に制定され，DISからISO化

される際に本文の修正が行われており，これをJIS改正原

案に反映させる必要があった。ISO化の際にISO本文の構

成が大きく変更されており，JIS改正原案はISOの本文の

項目番号と一致するように配慮している。また，文章が移

動されたものについても，内容を確認した上で移動した。

そのほかに見直しを行った主な内容を示す。

・3 室内環境の特徴

　関連するISOで，同じ意味と解釈できる言葉について

室内空気関係JISの改正原案作成について
− 改正原案作成委員会の審議・検討概要報告 −

その2；室内空気測定に関するJIS

規格基準紹介



建材試験センター　建材試験情報 7 ’13 25

表 1　室内空気に関する JIS の一覧

JIS番号 1) 標　題

建
材
等
か
ら
の
放
散
測
定
に
関
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ

JIS A 1460:XXXX 建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法－デシケーター法

JIS A 1901:2009 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法－小形チャ
ンバー法

JIS A 1902-1:XXXX 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件－第1部：ボード類，壁紙及び床材

JIS A 1902-2:XXXX 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件－第2部：接着剤

JIS A 1902-3:2006 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件－第3部：塗料及び建築用仕上塗材

JIS A 1902-4:XXXX 建築材料の揮発性有機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定における
サンプル採取，試験片作製及び試験条件－第4部：断熱材

JIS A 1903:2008 建築材料の揮発性有機化合物（VOC）のフラックス発生量測定法－パッシブ法

JIS A 1904:XXXX 建築材料の準揮発性有機化合物（SVOC)の放散測定方法－マイクロチャンバー法

JIS A 1905-1:XXXX 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法－第1部：一定ホルムアルデヒド濃度
供給法による吸着速度測定

JIS A 1905-2:XXXX 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法－第2部：ホルムアルデヒド放散建材
を用いた吸着速度測定

JIS A 1906:XXXX 小形チャンバー法による室内空気汚染濃度低減材の低減性能試験法－一定揮発性有機化合物（VOC），及び
ホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物濃度供給法による吸着速度測定

JIS A 1911:XXXX 建築材料などからのホルムアルデヒド放散測定方法－大形チャンバー法

JIS A 1912:XXXX 建築材料などからの揮発性有機化合物（VOC），及びホルムアルデヒドを除く他のカルボニル化合物放散
測定方法－大形チャンバー法

室
内
空
気
測
定
に
関
す
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ

JIS A 1960:XXXX 室内空気のサンプリング方法通則

JIS A 1961:XXXX 室内空気中のホルムアルデヒドのサンプリング方法

JIS A 1962:XXXX 室内及び試験チャンバー内空気中のホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物の定量－ポンプサンプリング 2)

JIS A 1963:XXXX 室内空気中のホルムアルデヒドの定量－パッシブサンプリング

JIS A 1964:XXXX 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）のサンプリング方法 2)

JIS A 1965:XXXX 室内及び放散試験チャンバー内空気中揮発性有機化合物のTenax TA(R)吸着剤を用いたポンプサンプリング，
加熱脱離及びMS又はMS-FIDを用いたガスクロマトグラフィーによる定量 2)

JIS A 1966:XXXX 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／加熱脱離／キャピラリーガスクロマトグラフ法によ
るサンプリング及び分析－ポンプサンプリング

JIS A 1967:XXXX 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／加熱脱離／キャピラリーガスクロマトグラフ法によ
るサンプリング及び分析－パッシブサンプリング

JIS A 1968:XXXX 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／溶媒抽出／キャピラリーガスクロマトグラフ法によ
るサンプリング及び分析－ポンプサンプリング

JIS A 1969:XXXX 室内空気中の揮発性有機化合物（VOC）の吸着捕集／溶媒抽出／キャピラリーガスクロマトグラフ法によ
るサンプリング及び分析－パッシブサンプリング

1）西暦がXXXXのものは，改正原案を作成したJIS　　2）下線部は，規格名称を変更した個所

（太枠内は今回説明する規格）
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boundary conditions （ ISO 16000-1 ） と environment 

conditions （ISO 16000-5）と異なる表現が用いられてい

る（JIS A 1964の6.2は後者）。本JISではISO通り「境

界条件（boundary conditions）」とした。

　式（1）など，記号に関してはISOの変更に従った。な

お，用語や記号の統一に関して，関連するJIS全体での見

直しを行っており，今後最終的な調整が行われる可能性

がある。

・5 サンプリング手順

　ISOの加筆により，場合によっては外気用のサンプリ

ング方法を室内用のサンプリングに使用可能であるとい

う文言を追加した。

・7 サンプリング頻度

　ISOの加筆により，サンプリングの継続時間を決定す

る要素として対象物質の潜在的な健康影響，測定目的を

加えた。

　ISOの「tetrachroloethene」は旧JISでテトラクロロエ

タンと訳されていたが，テトラクロロエチレンに修正し

た。

・8 サンプリング場所

　ISOはサンプリング高さを床から1 〜 1.5mとしている

が，旧JISでは「建築物衛生法」の空気環境の測定方法に

基づき0.75 〜 1.5mと変更している。この内容はそのま

ま引き継ぐこととした。ISOでは，いすに座った状態を

想定して床からの高さを規定していることに対し，JIS

ではさらに，畳などの床面に直接座した状態までを含め

て0.75 〜 1.5mとしている。諸外国においても，フロー

リング床に直接座した生活環境が特異とは言えず，また，

異なる生活様式の文化圏でもそのままISOを用いること

ができるように，ISOにサンプリング高さの範囲拡大を

進言することが有用である。

図 1　室内空気測定に関する JIS および ISO との関係

または
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・附属書C（参考）物質及びその発生源

　ISOに従い，表C.1の追加修正を行った。なお，WHO

のガイドライン値についてはISOではmg/m3，μg/m3 が

混在していたため，μg/m3 に統一した。

表C.1のスチレンについて，ISOには7μg/m3（臭気用

評価時間 30 分）と記載されているが，旧 JIS および旧

ISOの内容を残すこととした。ISOの参考文献を確認し

たところ，ISOの誤記ではないかと考えられる。

今回，JIS A 1960とJIS A 1964について一部物質の

名称をそろえたが，関連する他のISOではこれらの物質

は別の名称で記載されていた。記載名称の統一は困難と

思われるが，CAS番号を併記することにより物質名称の

混乱は避けられると考えられる。

（2）JIS A 1961（ホルムアルデヒドサンプリング方法）

本JISは，ISO/DIS 16000-2を基にJISが作成されてお

り，その後，ISO 16000-2が2004年に制定され，DISから

ISO化される際に本文の大幅な修正が行われており，これ

をJIS改正原案に反映させた。このISO化の際に本文の構

成が大きく変更され，JIS改正原案はISOの本文の項目番

号と一致するように配慮している。また，文章が移動され

たものについても，内容を確認した上で移動した。

そのほかに見直しを行った主な内容を示す。

・3 ホルムアルデヒドの発生源及び発生

ドイツの実態調査に関する文章は，旧JISでは附属書

B（参考）に載っていたがISOに合わせてこちらへ移動し

た。また，日本国内の実態として，国土交通省の新築住

宅実態調査（2000 〜 2005年）を追加した。

・4.3長期間のモニタリング

ISOの加筆に従い，パッシブサンプラについてJISで

記述されているものを推奨する文言，繰り返し測定に関

する文章を追加した。

・4.4スクリーニングテストの方法

ISOの加筆に従い，追加測定が不要になる場合もある

という文言を追加した。

・5.2測定の目的及び条件　5.2.1一般事項

「 30分換気後に対象室内を5時間以上密閉し」の記述

を，ISOの変更により15分換気後に閉鎖するかどうかが

審議の対象となった。審議の結果，国内のガイドライン

（国土交通省，厚生労働省，文部科学省）との整合性を保

つために「15分以上」という内容に変更を行った。一方，

ISOにおいて8時間閉鎖としているものを，日本の測定

実態に合わせ現在の内容通り5時間以上とした。なお，

WHOガイドライン値への適合性を確認するためには8時

間以上の閉鎖が必要となる。

・5.2.2WHOガイドライン値への適合性を確認するため

ISOに従い，換気時間を15分間とする文言を追加した。

・5.2.3最高濃度を求めるため

旧JISの「特殊条件下で発生する濃度」という文言を，

ISOに従い「最高濃度（maximum concentration）」に修正

した。なお，JIS A 1964の6.2.4では同じような条件を

指す言葉として「special conditions（特殊条件）」という

用語が用いられている。

・5.5サンプリング場所

ISOはサンプリング高さを床から1 〜 1.5mとしている

が，JIS A 1960と同様，0.75 〜 1.5mをそのまま引き継ぐ

こととした。

・5.6結果及び不確かさの報告

式（1）など，記号に関してはISOの変更に従った。用

語や記号の統一に関して関連するJIS全体での見直しを

行っており，今後最終的な調整が行われる可能性がある。

・5.7測定値の品質保証

旧JISでは不確かさを決める方法としてJIS Q 17025

を記載していたが，ISOに従いGUMを記載した。

・附属書B（参考） 重要な発生源及び濃度の概要

ISOに従い，ホルムアルデヒド発生源として内燃機関

を追加した。

・ 附属書C（参考） 自然換気されている部屋における換気と

ホルムアルデヒド濃度の関係

図C.2の横軸に（換気後8時間）という記述があるが，

誤記と考えられるため削除した。また，10分間開放とあ

るが，WHOガイドラインに従えば15分間開放が正確で

はないかと考えられる。

・附属書E（参考） スクリーニングテストの例

測長形検知管について，日本でよく使用されている検

知管が含まれるように改定した。

（3）JIS A 1962（定量−ポンプサンプリング）

本JISは，第1版として制定されたISO 16000-3：2001

を基にJISが作成されており，その後，当該ISOが2011年

に改正されているため，これをJIS改正原案に反映させた。

大きな改正点としては，クロトンアルデヒドもアクロレ

インと同様に本法では精確に定量することができないこと

が分かったため，対象となるカルボニル類14種類からクロ
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トンアルデヒドが外されて，13種類になったことである。

また，旧JISにおいて，ISOにない内容を追加し“MOD/追

加”となっていたいくつかの技術的な項目が2011年のISO

改正で取り入れられたため，表現などをISOに合わせて修

正した上で，IDTとした。さらに，これまでISOと整合を

取っていなかったいくつかの点について，日本国内でも受

け入れられるとの考えで，ISOと整合を取った形に修正し

ている。なお，以上に伴い規格名称を一部変更した。

そのほか，ISOと整合を取った事項，または変更した事

項について，主な内容を示す。

・ サンプリング後の分析までの保存期間を，ISOと整合さ

せ，2週間から30日に変更した。旧JIS作成時には，実

験室内における保存に対するデータを基に，安全側の観

点から冷蔵庫における保存を2週間以内と定められた。

しかし，冷蔵条件での試験報告がないことからISOと整

合させない根拠に乏しいため，今回の改正において，ISO

と合わせて保存期間を30日に変更した。

・ 数式および記号を，ISO規格における変更に合わせて変

更した。

・ 計算に用いる温度条件を，ISO規格における変更に合わ

せて25℃から23℃に変更した。

（4）JIS A 1963（定量−パッシブサンプリング）

本JISは，ISO/FDIS 16000-4を基に作成されており，そ

の後制定されたISO 16000-4：2011との整合性確認を軸と

し，必要に応じて改正を行った。

見直しを行った主な内容を示す。

・ パッシブサンプラの作製

ISOでは紙フィルタタイプのサンプラ作製方法を規定

していることに対し，旧JISでは，これに加えて粒状シリ

カゲルタイプのサンプラ作製方法についても規定してい

た。これは，我が国の行政機関によるモニタリング調査

において，粒状シリカゲルタイプのサンプラも用いられ

ている実状に鑑み，JISに規定したものである。一方で，

要求事項を満たすものであれば既製の市販サンプラの使

用を許容しており，一般的には市販サンプラを試験に供

することで比較的効率よく一定の精度が確保できる。こ

のため，サンプラを試験実施者が自ら作製することは極

めてまれなことと推察されることから，粒状シリカゲル

タイプの作製方法を割愛し，ISOへの一致を図った。

・サンプリング高さ

ISOはサンプリング高さを床から1.5mとしているが，

JIS A 1960と同様，0.75 〜 1.5mをそのまま引き継ぐこ

ととした。

・HPLCの分析手順

当該事項は，ISO/FDIS 16000-4では規定されていな

かった項目であるが，試験規格として分析手順について

の標準化も望まれるとして，我が国から追加を改正要望

し，国際規格に反映された事項である。しかしながら，

分析手順があまりに詳細に規定されていることに加え，

現在の分析事情にあって必ずしも汎用的とはいえない内

容となっていることから，ISOの記述を簡素化して対応

することとした。こうした点に関しては，国際規格に再

度反映させるべく日本からあらためて改正を求めてゆく

べきと考えられる。

・パッシブサンプラ性能試験の試験温度

附属書JA（参考）は，パッシブサンプラの性能試験に

関する試験条件，試験方法等について記述されている。

この中で，試験温度に関しては25℃となっており，国際

規格では23℃を基準とする場合が多いことから，これに

整合を図ることが検討されたが，あくまで参考情報であ

ること，および実際の測定条件での温度換算が可能であ

ることから，現行通りの記述とすることとした。

（5）JIS A 1964（VOCサンプリング方法）

本JISは，ISO/CD 16000-5：2002を基に作成されてお

り，その後制定されたISO 16000-5：2007との整合性確認

を軸として必要に応じた改正を行った。なおISO化の際に

本文の構成が大きく変更されており，JIS改正原案はISO

の本文の項目番号が一致するように配慮している。文章が

移動されたものについても，内容を確認した上で移動した。

また，以上に伴い規格名称を一部変更した。

そのほかに見直しを行った主な内容を示す。

・3 揮発性有機化合物（VOC）の定義

ISOの加筆に従い，表1に飽和蒸気圧の欄を追加した。

また，この値は常温での数値であるという注釈を日本独

自に追加した。

・4 発生源と発生状況

ISOの大幅改稿に従い，訳文の修正および追加を行った。

追加部分は，主としてVOC発生源について言及している。

・5.2短期間測定

ISOの加筆に従い，サンプリング時間を1時間未満か

ら数時間と定義した。また，流量と捕集量についての文

章を追加した。
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・5.3長期間測定

ISOに従い，パッシブサンプラに関する記述の一部を

削除した。また，旧JISの5.3スクリーニングテストは，

項目全体がISOに従い削除された。

・6.2測定目的と環境条件

関連するISOで，同じ意味と解釈できる言葉について

boundary conditionsとenvironment conditionsと異なる表

現が用いられている（JIS A 1960の3は前者）。この項目

ではISO通り「環境条件（environmental conditions）」と

したが，本文中にはboundary conditionsという言葉が見

られる。

また，JIS A 1961と同様，「30分換気後に対象室内を5

時間以上密閉し」の記述を，ISOの変更により15分換気

後に閉鎖するかどうかが審議され，「15分以上」という内

容に変更した。

・6.2.2.2自然換気の室内について

ISOに従い，換気時間を15分間とした。

・6.2.4特殊条件下で発生する濃度を求めるため

JIS A 1961 では同じような条件を指す言葉として

「maximum concentration（最高濃度）」という用語が用い

られているが，本項ではISOの“ concentration occuring 

under special conditions ”の直訳を用いた。“ boundary 

conditions”，“ environmental conditions”と同様，用語の

統一を行うときの対象となる可能性がある。

・6.2.5発生源の特定

VOC発生源を探すための手法として，においの追加を

行った。

・6.4サンプリング時間と頻度

ISOの加筆に従い，表2に発生源の例を追加し，VOC

放散例の欄を新設した。また，表中の濃度と時間に関す

る図の修正を行った。

・6.5サンプリング場所

ISOはサンプリング高さを床から1 〜 1.5mとしている

が，JIS A 1960と同様，0.75 〜 1.5mをそのまま引き継ぐ

こととした。

・附属書A（参考） 室内空気中で検出されるVOCの例

ISOの追記に従い，表A.1に飽和蒸気圧の欄を追加し

た。また，表中の化合物名称の修正を行った。

・ 旧JISの附属書Bおよび附属書Cは，ISOの改稿に従い

削除された。

（6）JIS A 1965（加熱脱離−Tenax TA  ポンプサンプリング）

本JISは，第1版として制定されたISO 16000-6：2004

を基に作成されており，当該ISOの2011年の改正に合わせ

てJIS改正原案を作成した。ISO 16000-6：2011は，附属

書Dが追加されるなどの改正が行われており，該当する

JISの項目を見直すとともに，JIS全般の整合性を考慮し

た。

ここでは，今回議論を行った結果，ISOに修正提案をす

ることが望ましい項目を中心に，考慮した内容について記

載する。

・MS又はMS-FIDの表記

規格名称にもあるガスクロマトグラフィーの検出器を

表す「MS又はMS-FID」について，MS-FIDという表記

が，MSおよびFIDによる直列の分析，またはMSおよび

FIDによる同時分析を示しているのか，混乱を招く恐れ

がある。ここでは，定性および定量分析を行う場合に，

検出器としてMSを用いる，またはFIDを用いるのでは

定性分析ができないことから，MSを使用して定性分析

をしてからFIDによって定量を行うことを意味している

と考えられる。

・キャピラリーガスクロマトグラフ

JIS A 1966 （ISO 16017-1）およびJIS A 1967 （ISO 

16017-2）では，名称に「キャピラリーガスクロマトグラ

フ法」が入っている。本JIS （ISO 16000-6）は，4.にお

いてキャピラリーに限定していることから，名称にキャ

ピラリーガスクロマトグラフ法を入れ，これら JIS 

（ISO）と整合性を図る必要があると考えられる。

・希釈溶媒

5.3において，使用する希釈溶媒について，クロマトグ

ラフ用品質のものとしているが，我が国には該当する等

級はない。しかしながら，対象とする単一または複数の

化合物と共に溶出する化合物が含まれていない溶媒を使

用すればよい。

・加熱脱着の条件

例として9.2および附属書Dで示されているが，トラン

スファーラインの温度などが統一されていない。

・濃度の換算の条件

12.2において，濃度の換算の際に使用する温度条件と

して23℃が例示されているが，JIS A 1966およびJIS A 

1967の温度条件とは異なっているため，統一の必要があ

ると考えられる。

®
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・附属書D

今回の改正で附属書Dが追加となったが，本JISの適

用範囲は揮発性有機化合物（VOC）であり，附属書Dで

同時分析の対象としているVVOCおよびSVOCについ

ては適用範囲外である。

（7）JIS A 1966（加熱脱離−ポンプサンプリング）

本 JIS は，2000 年 に 第 1 版 と し て 制 定 さ れ た ISO 

16017-1を基に作成されている。ISO 16017-1は制定以来，

改正されておらず，今回の見直しではJIS全般のISOとの

整合性を考慮し改正案を作成しているが，特筆するような

大きな変更点はない。

なお，ガスクロマトグラフの感度について，6.8および附

属書Bに示されており，旧JISでは0.5ngのトルエンを検出

できるものとされていたが，今回の改正においてJIS A 

1965と合わせることとし，JIS A 1967とともに1ngに統一

した。

（8）JIS A 1967（加熱脱離−パッシブサンプリング）

本 JIS は，ISO/FDIS 16017-2 を基に作成されている。

その後2003年のISO制定に伴い軽微な修正が施されてい

るものの大幅な改正はされておらず，今回のJIS見直しで

はJIS全般のISOとの整合性を考慮し改正案を作成したが，

特筆するような大きな変更点はない。

（9）JIS A 1968（溶媒抽出−ポンプサンプリング）

本JISは，我が国の分析実状に鑑みて独自に制定されて

いる規格である。今回の見直しに当たっては，制定から5

年が経過したことから内容の技術的なレビューを行った

が，内容に大きな変更点はない。ただし他のJIS改正案に

も共通するが，当該JISが新規制定されてから後，JIS Z 

8301が大幅に変更されており現在のJIS規格票の様式にそ

ぐわない記述があるため，この点を修正してJIS改正原案

を作成した。

（10）JIS A 1969（溶媒抽出−パッシブサンプリング）

本JISは，我が国の分析実状に鑑みて独自に制定されて

いる規格である。今回の見直しに当たっては，JIS A 1968

と同様に，JIS改正原案を作成した。

4．用語等の統一について

室内空気関連のJISは表1のように多数あり，これまで

説明してきたように対応国際規格があるものも多い。これ

らのJISの中には同一の用語や記号が異なった定義で使用

されている個所がある。各々のJISにおいて制定までに歴

史や背景があり，用語に関してもさまざまな社会背景が反

映されているのが実情であるが，ユーザーの観点では，重

複する用語や記号等は極力統一することで規格相互の整合

性を図ることが望ましい。

JISのさまざまな関連規格中にも見られる齟齬について，

JIS相互の調整を行う際には，国際規格に沿った形での統

一作業を進めることが望ましい。同時に，国内の関連法規

との整合性にも配慮が必要である。国内の各種法規では，

その条文中に各種の記号を用いており，JISがこれらとの

統一を図ることは我が国での混乱を防ぐという観点では重

要となる。

以上を勘案し，用語ならびに記号の改正作業の方針は，

第一に，国内各種法規（建築基準法，施行令，品確法等）で

の使用例に極力適合させることとし，その上でISOとの整

合性を配慮するとした。加えて，建材等からの放散測定に

関するJISは多岐にわたり，用語や記号の変更が及ぼす影

響は大きい。関連するJISを一度に改正することは，ほぼ

不可能と推察されるため，改正時期となった関連JISを随

時改正して用語ならびに記号の統一を図ることが現実的で

ある。特に，建築基準法で用いられている「発散」とJISを

始めとするその他規準等で使用されている「放散」や，品確

法の中で記号Qは床組等に用いられる必要床倍率として使

用され，建築基準法に関連する技術基準の説明資料ではQ

は換気量の記号として使用されているなど，法律間で用語

や記号の重複もある。この点は充分議論をすべき点である。

このような問題点を鑑み，委員会の議論を踏まえて，用

語の統一作業に関して次の方針を定めて進めることとし

た。

a）  室内空気JISで用語の統一化を図り改正を行った場合，

それ以降に改正対象となるJISは，用語に関して，用語

の統一化を行ったJISを引用する方針を徹底し，年次進

行で順次用語の統一を図る。

b）  最大の懸念材料である「発散」と「放散」の統一は，社会

的インパクトが大きく混乱を招くため，今回は議論の対

象としない。



建材試験センター　建材試験情報 7 ’13 31

c）  物理的化学的意味や学術的な意味合いが明確な用語は，

極力汎用的な表現で統一する。例えば，「空気，換気回

数，換気量，風速，建築材料，放散速度，ガイドライン値，

物質伝達率，建材負荷率，回収率，サンプル，空気捕集

時間，試験片，試験時間，経過時間」等は一般的な表現

で用語を再定義する。

d）  化学物質の定義（揮発性有機化合物，高揮発性有機化合

物，総揮発性有機化合物，等）に関しては，JIS A 1961

〜 1969の定義を確定させ，それ以外の室内空気JISで

はJIS A 1965を引用する。

また，記号の統一作業は次の方針で進めることが確認さ

れた。

a）  用語の改正と同様に，室内空気JISで記号の統一化を図

り改正を行った場合，それ以降に改正対象となるJIS

は，記号に関して，記号の統一化を行ったJISを引用す

る方針を徹底し，年次進行で順次記号の統一を図る。

b）  記号そのものの変更は，用語の変更に比べて社会的に大

きなインパクトを持つとは考えられないため，JISの改

正の際には，使用する記号を基本的にISOに合わせると

する。

c）  本年度は，ISO 16000-9，23，24，25で使用されている

記号とJISの対応に配慮することとし，原則として放散

量はq，換気量もq，濃度記号はρを使用し，添え字で細

分類を表現する。温度はT，時間はtに統一する。

今回の検討においては，今後，用語等の統一作業を進め

た場合に，建材等からの放散測定に関するJISの改正に与

える影響を把握することを目的として，JIS A 1901を対象

として作業を進めることを想定した事前検討を実施した。

5．おわりに

室内空気測定に関するJISの改正検討の結果と，用語な

らびに記号の改正作業の方針について報告した。

今回，改正見直しの検討を行った結果，20規格の改正原

案を作成した。今回改正の対象となったJISは国内のシッ

クハウス対策のために多方面に利用されており，行政的な

影響も大きいことから，今後も慎重な改正作業が必要とな

る。なお，住宅性能表示などの測定手順に関しては，厚生

労働省シックハウス検討会の報告書が引用されているが，

JISへの置き換えを行っていく必要があると考えられる。

用語及び定義，記号，単位，式などについては，JIS間，

国際規格との整合，ならびに関連法規との整合に関する検

討を開始したが，この結果を今回のJIS改正原案に全て反

映することは難しいことから，改めて今年度（平成25年度）

にこれらを反映させた改正原案を作成することを予定して

いる。

また，今回の作業によってISOの規程内容にいくつかの

齟齬が見つかった。今後，ISOの定期的な見直しが行われ

る際に，日本からTC146/SC6に対して修正提案を行って

いく予定である。
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