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日本計装工業会標準共通事項 

 

１．目的 計装工事を実施する際の監理，設計，施工などの業務の標準的な方法を提供する。これらの標準

を採用することによって顧客に信頼される計装設備を供給することを期すものである。 

２．計装工事 本標準における“計装工事”はプラントに関しては“ＡＪＩＩＳ－Ｐ－11－20＊＊  計装工事の範

囲（プラント編）”に，建築物に関しては“ＡＪＩＩＳ－Ｂ－11－20＊＊ 計装工事の範囲（建築物編）”に規定する

ものとする。 

３．構成 本標準は共通編，プラント編及び建築物編よりなる。プラント編は主として工場，研究所等の計

装工事に適用する標準であり，建築物編は工場以外の主として建築物の計装工事に適用する標準である。共

通編は両者に共通して適用する標準である。 

標準の全体構成と個別の標準の位置付け，概略内容は巻末の日本計装工業会標準体系表に示す。なお，従

来使用されてきた旧要領（ＡＪＩＩＳ－ＣＭ－02－88などの番号の付いたもの）の内容は本標準の体系内に吸収さ

れる。 

４．総合名称 日本計装工業会標準 Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｊａｐａｎ Ｉｎｓｔrｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒiｅｓ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ  

（略号 AJIIS  呼び方：エイジス） 

５．番号の読み方 日本語標準名の他，整理のための番号を付する。番号の意味を下に例示する。 

例 ＡＪＩＩＳ-Ｐ-62-2000 

 制定又は改正年（西暦） 

 各編の一連番号 

 Ｃ：共通編，Ｐ：プラント編，Ｂ：建築物編 

 総合名称の略号 
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日本計装工業会標準 AJIIS 

計装工事用計量単位（共通編）C-01-2001 

 

1. 目的  計量法に基づき,計装工事に係る業務に使用する計量単位の細目について規定する。 

2． 準拠する法令，規格 

1)  計量法（平成 4 年（1992 年）5 月 20 日  法律 51 号） 

2) 計量法施行令（平成 5 年(1993 年)10 月 6 日  政令 329 号） 

3) 計量単位令 (平成 4 年(1992 年)11 月 18 日  政令 357 号) 

4) 計量法付則第三条の計量単位等を定める政令 (平成４年(1992 年)11 月 18 日 政令 358 号) 

5)  JIS  Z 8202－1985    量記号，単位記号及び化学記号 

6)  JIS  Z 8203－1985    国際単位系（SI）及びその使い方 

3． 適用範囲  この標準は計装工事に関する文書作成及び作業に使用する計量単位に適用する。 

4． 法定計量単位  計量法において法定計量単位（法 3，4，5 条に規定する計量単位：本標準の付表 1～5 に

示す）の使用が義務づけられているのは，「取引」と「証明」行為に限られているが，計装工事における以下

の行為は「取引」または「証明」行為と見なす。なお，表 1 で法定計量単位を修飾する単位は法定計量単位

とみなす。 

1) 見積書など営業関係書類 

2) 計器一覧表，計装工事仕様書などの設計書類 

3) 計器配置図，フックアップ図などの計装図面 

4） 計装工事資材仕様書などの発注仕様書 

5） 各種伝票類 

6） 官公庁関係書類 

7） 計装工事作業に用いる計量単位 

8） 計装機器に記載する目盛などの数値に用いる単位 

ただし，客先の社内用途などで｢取引｣・「証明」以外に用いるものとして特別に要請された場合は，非法定

計量単位を用いることができる。 

5． 計装工事用計量単位  計装工事で頻度多く使用する計量単位及びそれらを修飾した計量単位を表 1 に示

す。表 1 の計量単位は法定計量単位又はそれらを組合せたものである。修飾された計量単位はこれらが使用

される条件を明示するために記号を付け加えたものであり，この修飾によって法定計量単位の条件を失うも

のではない。 

表１の単位に付加して使用する接頭語及びその使用方法を表 2 に示す。 

法定計量単位を使用することを規定すれば全てを言い尽くしたことになる筈であるが，それのみでは「表

現方法に種々の選択肢があるもの」，「条件を付加する必要があるもの」など，作業の際に法規に示すものの

みでは使用に疑問を生じるおそれがあるものがあるので，実際の作業に当たっての表現方法や旧単位での数

値の換算式などを示すこととしたものである。表 1，2 には計装工事での単位及びその使用方法を示したが，

その全てではない。従って,付表 1～5（法定計量単位）の計量単位で表 1，2 に規定していない計量単位を使

用することは差し支えない。 
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表 1  計装工事に使用する計量単位 

法定計量単位のうち，計装工事で頻繁に使用するものを通常使用する形に組立てた計量単位及び必要に応じ

てそれらの使用条件を明示するために修飾した計量単位である。 

JIS Z 8202 対応番号： JIS Z 8202 「量記号,単位記号及び化学記号」は全ての量記号,単位記号の数量的関

係を記述している。量,単位の量的関係を確認するのに便利なので，この JIS の付表の欄の番号を掲載した。 

旧単位は代表的なもののみを示した。 

＊：法定計量単位であるが SI 単位ではないものを示す。国外では使用できないおそれがある。 

＊＊：使用条件を明示するため，(社)日本計装工業会として修飾したものを示す。他の業界では異なった修

飾をして使用している可能性がある。 

JIS Z 8202

対応番号

1  長さ  メートル  ｍ  1－3.1  ｍ

2  質量  キログラム  ｋｇ  3－1.1  ｋｇ  1ｇ=10－３ｋｇ

 グラム，トン  ｇ，ｔ  ｇ, ｔ  1ｔ=10３ｋｇ

3  時間  秒  ｓ  1－6.1  ｓ

 分  ｍｉｎ  ｍ, ｍｉｎ

 時  ｈ  ｈ, ｈｒ

 日  ｄ  ｄ, ｄａｙ

4  面積  平方メートル  ｍ2  1－4.1  ｍ2

5  体積，容積  立方メートル  ｍ3  1－5.1  ｍ3

 リットル 　ｌ   ｌ

6  質量流量  キログラム  ｋｇ/ｈ  3－27.1  ｋｇ/ｈ  時間の単位は秒, 分, 日も可

 毎時

 トン毎時  ｔ/ｈ  ｔ/ｈ，ｔｏｎ/ｈ

7  容積流量  立方メートル  ｍ3/ｈ  3－28.1  ｍ3/ｈ  時間の単位は秒, 分, 日も可

 毎時  体積の単位はリットルも可

8  標準状態容積  標準状態換算  ｍ3 (ｎｏｒｍ)/ｈ  Ｎｍ3/ｈ  ０℃ 1013.25ｈＰａ（１ａｔｍ）の状態に

 流量  立方メートル 　　　　　　＊＊  換算した体積流量

 毎時  時間の単位は秒, 分, 日も可

  体積の単位はリットルも可

9  セルシウス  セルシウス度,  ℃  4－2.1  ℃（度，摂氏

 温度  度  ～度）

10  熱力学温度  ケルビン  Ｋ  4－1.1  Ｋ，゜Ｋ

（絶対温度）

11  温度差  ケルビン，度  Ｋ，℃  4－2.1  ℃，ｄｅｇ  

12  力  ニュートン  Ｎ  3－10.1  ｋｇｆ  1Ｎ＝１ｋｇ･ｍ/ｓ２(＝0.102ｋｇｆ)

 9.80665Ｎ＝1ｋｇｆ

13  力のモーメン  ニュートン  Ｎ･ｍ  3－12.1  ｋｇｆ･ｍ

 ト  メートル

14  圧力  パスカル  Ｐa  3－13.1  ｋｇｆ/ｃｍ2  1Ｐａ＝1.0197×10－５ｋｇｆ/ｃｍ２

 1ｍｍＨ２Ｏ＝9.807Ｐａ

 1ｍｍＨｇ＝133.3Ｐａ

  1Ｐａ＝１Ｎ/ｍ２

15  ゲージ圧力  ゲージ圧パス  Ｐａ(Ｇ)  ＊＊  ｋｇｆ/ｃｍ2G  ＳＩ単位ではゲージ圧力に言及していな

 カル  い

 100ｋＰａ(Ｇ)≒201.3ｋＰａ(ａｂｓ)

16  絶対圧力  絶対圧パスカ  Ｐａ(ａｂｓ)  ＊＊  ｋｇｆ/ｃｍ2ａｂｓ  ＳＩ単位では特に絶対圧力とは云わな

 ル 　  いがＰａは原理的には絶対圧力を指す

17  速さ  メートル毎秒  ｍ/ｓ  1－9.1  ｍ/s  時間の単位は分, 日も可

 メートル毎時  ｍ/ｈ  ｍ/ｈ

備　　　考番号 単位名称 単位記号 旧単位量
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JIS Z 8202

対応番号

18  加速度  メートル毎秒  ｍ/ｓ2  1－10.1  ｍ/ｓ2  時間の単位は分, 時, 日も可

 毎秒

19  波数  毎メートル  ｍ-1  2－7.1  ｍ-1

20  周期  秒  ｓ  7－1.1  ｓ  分, 時, 日も可

21  周波数, 振動  ヘルツ  Ｈｚ  7－2.1  Ｈｚ

 数

22  回転数，回転  毎秒  ｓ-1  2－4.1  ｓ-1  時間の単位は時，日も可

 速度  毎分  ｍｉｎ-1  ｍ-1 , ｍｉｎ-1

 回毎秒  ｒpｓ， ｒ/ｓ  ｒｐｓ，ｒ/ｓ

 回毎分  ｒｐｍ，  ｒｐｍ，ｒ/ｍ,

 ｒ/ｍｉｎ  ｒ/ｍｉｎ

23  仕事，エネル  ジュール  Ｊ  3－25.1  Ｊ  1 Ｊ＝１Ｎ･ｍ

 ギー  ワット秒  Ｗ･ｓ  3－25.2  Ｗ･ｓ  1 Ｗ･ｓ＝1 Ｊ

 時間の単位は分,時,日も可

24  工率  ワット  Ｗ  3－26.1  Ｗ，ｋｇｆ･ｍ/ｓ  1Ｗ＝１Ｊ/ｓ

 1ｋｇｆ･ｍ/ｓ＝9.80665Ｗ

25  粘度  パスカル秒  Ｐａ・ｓ ３－22.1  Ｐ（ポアズ）   Ｐ　(ポアズ)　：法定計量単位

 ニュートン秒  Ｎ･ｓ/ｍ2  ｋｇｆ･ｓ/ｍ2   １Ｐａ･ｓ＝１Ｎ･ｓ/ｍ２

 毎平方メート   １Ｐ＝0.1Ｎ･ｓ/ｍ２

 ル   １ｋｇｆ･ｓ/ｍ2 ＝9.80665 Ｎ･ｓ/ｍ２

26  動粘度  平方メートル  ｍ2/ｓ  3－23.1  ｍ2/ｓ，Ｓt   Ｓt（ストークス）：法定計量単位

 毎秒 (ストークス)   1Ｓｔ＝10－４ｍ２/ｓ

27  濃度  質量百分率  ｍａｓｓ％  ＊＊  8－12.1  ％, ｗｔ％  旧単位ではwt％が慣用される場合が多

(質量分率)  かった

  ｍａｓｓ‰　(千分率），

  ｍａｓｓ ｐｐｍ（百万分率），

  ｍａｓｓ ｐｐｂ（十億分率）も使用可

28  濃度  体積百分率  ｖｏｌ％  8－14.1  ％，ｖｏｌ％   ｖｏｌ‰（千分率），

(体積分率)   ｖｏｌ ｐｐｍ（百万分率），

   ｖｏｌ ｐｐｂ（十億分率）も使用可

29  濃度（密度）  キログラム毎  ｋｇ/ｍ3  3－2.1  ｋｇ/ｍ3  質量にはg，体積にはｌ（リットル）

 立方メートル   が使用可

30  物質量  モル  ｍｏｌ  8－3.1  ｍｏｌ

31  濃度（モル濃  モル毎立方メ  ｍｏｌ/ｍ3  8－13.1  ｍｏｌ/ｍ3  体積には ｌ（リットル）が使用可

 度）  ートル

32  濃度(ピーエ  ピーエッチ   pH  8－51.1   pH

 ッチ濃度)

33  比重  無次元量  無次元の数値  3－3.2  無次元の数値  法定計量単位ではない

 のみ  のみ  ４度比重：４℃の同体積の水の質量と

 の比

34  熱量  ジュール  Ｊ  4－6.1   ｃａｌ  時間単位に時が使用可

 法定計量単位ではカロリーが栄養関係

 ワット秒  Ｗ･ｓ  に使用可

 4.18605Ｊ＝１ｃａｌ

35  熱伝導率  ワット毎メー  Ｗ/（ｍ･ｋ）  4－9.1  ｃａｌ/（ｍ･ｈ･℃）  1.16279×10－3 Ｗ/（ｍ･Ｋ）

 トル毎ケルビ   ＝１ｃａｌ/（ｍ･ｈ･℃）

 ン  熱伝導率：ｔｈｅｒｍａｌ ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ

 ワット毎メー  Ｗ/（ｍ･℃）

 トル毎度

36  熱伝達係数  ワット毎平方  Ｗ/（ｍ2･Ｋ）  4－10.1  ｃａｌ/（ｍ2･ｈ  1.16279×10－３ Ｗ/(ｍ2･Ｋ）

 メートル毎ケ  ･℃）  ＝１ｃａｌ/（ｍ2･ｈ･℃）

 ルビン  熱伝達係数：ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｏｆ ｈｅａｔ

 ワット毎平方  Ｗ/（ｍ2･℃）  ｔｒａｎｓｆｅｒ

 メートル毎度

旧単位 備　　　考番号 量 単位名称 単位記号



                                            

                         

『これ以降は非公開となっております。ご覧になりたい方はご購入をお願

い致します』 



日本計装工業会　技術委員会

日本計装工業会標準体系表

計装工事の範囲
（AJIIS-B-11-2014)

計装工事の範囲,業務フロー，他部門と
の関係を説明したもの。又，関係する法
規，資格類を工事種別に一覧表を加えた
もの

ＡＪＩＩＳ
日本計装工業会　標準

計装工事施工監理
（AJIIS-B-41-2002)

計装工事全般の施工監理を示したもの

5
見積

計装工事積算
（AJIIS-B-51-2002)

計装工事の積算要領を示したもの

3
施工

計装工事施工　導圧配管
（AJIIS-B-33-2002)

7
保全

計装設備保全
（AJIIS-B-71-2002)

設備の保全,計装設備も含んだ計器保全
診断要領を示したもの

6
検査調整

4
監理

計装設備（工事）保全
（AJIIS-P-71-2008)

計装工事試験検査及び試運転調整
（AJIIS-B-61-2002)

計装導圧配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事施工　据付
（AJIIS-B-34-2002)

計装機器の据付工事の施工要領を示し
たもの

計装工事施工　光システム
（AJIIS-B-36-2002)

計装に関する光システムと工事の施工要
領を示したもの

計装工事の試験検査要領，工事用資材
の受入検査及び計装ループ試験,試運
転を示したもの

計装工事施工　配線
（AJIIS-B-31-2014)

計装配線工事の施工要領を示したもの

計装工事設計
（AJIIS-B-21-2013)

計装工事設計要領とそれに関する図記
号，計算式等を示したもの

計装工事施工　空気配管
（AJIIS-B-32-2002)

計装空気配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事図面作成
(AJIIS-B-22-2002)

計装工事図面の作成要領及び部品図,
参考図を示したものに計装工事標準図を
加えたもの

B
建築物編

計装工事試運転準備
（AJIIS-P-62-2001)

計装ループ試験及び試運転準備の要領
を示したもの

6
検査調整

3
施工

4
監理

計装工事施工監理
（AJIIS-P-41-2001)

計装工事全般の施工監理を示したもの

7
保全

5
見積

計装工事積算
（AJIIS-P-51-2002)

計装工事の積算要領を示したもの

計装工事試験・検査
（AJIIS-P-61-2002)

計装工事の試験検査要領及び工事用資
材の受入検査要領を示したもの

プラントに設置された計装設備（工事）の
点検保全作業を示したもの

P
プラント編

2
設計計画

計装工事施工　配線
（AJIIS-P-31-2013)

計装配線工事の施工要領を示したもの

計装工事施工 光システム
（AJIIS-P-36-2001)

計装に関する光システムと工事の施工要
領を示したもの

計装工事施工　空気配管
（AJIIS-P-32-2015)

計装空気配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事施工　導圧配管
（AJIIS-P-33-2015)

計装導圧配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事設計
（AJIIS-P-21-2012)

計装工事設計要領とそれに関する図記
号,計算式等を示したもの

計装工事標準図
（AJIIS-P-23-2001)

計装工事部品及び施工要領図（ティピカ
ル）を集めたもの

計装工事図面作成の要領を示したもの
（プロセス計装制御技術協会編
"計装工事図面の作成指針”に準ずる）

計装工事図面の作成指針
IPC-CRJ-61-97

計装工事施工　据付
（AJIIS-P-34-2001)

計装機器の据付工事の施工要領を示し
たもの

2
設計計画

計装工事の設計から施工，検査・試験ま
でを計装工事標準仕様書として纏めたも
の

計装工事標準仕様書
（AJIIS-B-01-2012)

C
共通

1
一般

計装工事用計量単位
（AJIIS-C-01-2000)

計量法に基づく計装工事に関わる計量
単位を規定したもの

1
一般

0
計装工事仕様

計装工事の範囲
（AJIIS-P-11-2013)

計装工事の範囲，業務フロー，他部門と
の関係を説明したもの。又，関係する法
規,資格類を工事種別に一覧表を加えた
もの
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