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政省令改正に係る要望提案書 

 

概要 

 我が国の計量制度は、平成５年の改正以来２０有余年が経過し、近年の経済のグロー

バル化に伴う国際化対応の遅れ、地方公共団体の規制執行体力の低下、地方分権制度移

行時に抜本的な改正がないまま一部を改正したことなども相まって、随所に課題を抱え

る事態となっている。当会は、平成２４年３月、新たに計量制度を構築する際の視点と

して「計量を巡る課題検討委員会」の報告書を取り纏めてきた。 

 今回は、実際に適正計量管理事業所、代検査、指定定期検査機関等、計量管理の現場

において活躍する計量士を中心とした委員会を設置し、計量士、計量団体の立場から現

状の課題を掘り起こし改善に向けた対応策を検討し、適正な計量の実施を確保するため

課題解決を図ることが必要な喫緊の課題に絞り込み、次のとおり、政省令改正の方向性

を提案するものである。 

 

◇ 政省令改正を提案する項目 

(1) 一般計量士の登録要件の見直し、計量士登録実務経験の緩和 

(2) 適正計量管理事業所の指定基準の見直し 

(3) 特定計量器に指定する計量器 ＜自動はかり＞ 

 (4) OIML 国際勧告の受入による量目制度の構築 

     ＜0g を超え 5g 未満の許容誤差の創設＞ 

 (5) 定期検査関係  ＜定期検査を要しない（免除）期間の統一＞ 

 (6) 計量器販売事業者の遵守事項について 

 (7) 指定検定機関の指定権限の委任及び設備基準の緩和 

 (8) 基準分銅関係  ＜ＪＣＳＳ分銅の利用拡大＞ 

 (9) 検定証印、定期検査済証印とともに付す数字について 

 

提案１ 一般計量士の登録要件の見直し、計量士登録実務経験の緩和 

１ 提案の背景 

 計量士になるためには、国家試験コースと計量教習を受講し資格を得る 2 通りのコー

スがある。国家試験受験者数は、近年減少傾向が続いているが、試験に合格しても計量

に関する実務経験が１年以上必要と省令で規定されており条件を満たすことが大変困難

である。一方、地方計量行政機関職員及び計量士を目指す者が受講する制度としての計

量研修センター教習修了者の実務経験については、教習課程終了後 5 年間が必要とされ、

計量士資格を得るうえでの実務経験は一層の困難性が指摘されている。計量制度の適正

な実施の確保を現場で担っている計量士は年々、高齢化が進み後任の計量士を確保する

ことが困難な事態となっているため計量士資格を得るための施策の再構築が喫緊の課題

となっている。 

 

平成２８年２月１日
一般社団法人 日本計量振興協会

資料３－２ 
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２ 現状の課題 

 計量法の執行実施主体である自治体は、財政上の問題から計量専門職員の育成・配置

が進まず検定・検査業務範囲を縮小せざるを得ない状況であり計量行政機関職員の有資

格者は近年、減少の一途である。また、製造業を中心とした企業の計量士も 65 歳定年

延長により退職後、定期検査業務に就くことが困難となっている。現在、日本計量振興

協会、地方計量協会、計量士会で活躍中の計量士も平均年齢 65 歳を超えており、経験

豊富な計量士の高齢化による補充が困難な状況が各地区において顕著であり、5 年先に

は各地区計量協会における計量士が確実に不足する。 

 将来に向けて、この補充を円滑に進める施策がされないと定期検査制度に係る適正な

計量の実施の確保に大きな支障を生じる。 

３ 要望する改定の方向 

 具体的な改正案： 

 1)国家試験合格者について 

 ・一般計量国家試験合格者に対する「講習受講」による実務経験取得の道を導入する。 

 2) 計量研修センター修了者について 

 ・計量研修センター修了者の実務経験年数を現行の 5 年から 2 年に短縮する。 

 ・施行規則第 119 条（計量教習の種類）へ追加 

 ・施行規則第 51 条 （登録の条件）実務経験を補完する「一般計量講習」を新設 

 ４ 期待される効果 

 (1)国家試験合格者について 

  一般計量士登録の場合、国家試験に合格しても計量関係事業所に所属し実務経験を

積まない限り実務経験の機会を得ることが困難な状況のため受験や登録を断念してき

た者も多い。実務経験を補完できる講習制度を創設すれば、登録要件を満たす選択肢

が増え新たな計量士の確保が期待できる。 

 (2)計量教習所修了者について 

  計量行政機関職員の場合、異動ローテーションは 2 年から 3 年でその間で教習受講

しても実務経験 5 年をクリアーできず計量士資格を取得することはできないため受講

を躊躇させる要因にもなっている。期間を短縮することにより一般計量士を目指す受

講者の増加も期待されると共に計量行政機関職員の育成及び計量団体での指定定期検

査機関に従事する一般計量士不足への迅速な対応が図れる。 

 (3)計量行政機関業務支援要員の確保 

  行政機関が実施できない検定・検査業務の計量技術業務を補完するために、計量士 

 が対応すれば懸念される計量制度の定期検査業務の円滑な実施に寄与できる。 

   
提案２ 適正計量管理事業所の指定基準の見直し 

１ 提案の背景 

 適正計量管理事業所は、計量管理思想の普及、適正計量の実施により消費者保護を図

ることを目的に創設され、その目的は概ね達成されている。制度が任意制度として発足
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したこともあり、現行法下では、適正計量管理事業所の指定を受けることで、定期検査

の免除、基準器検査の受検が可能等のメリットが発生するものの、煩雑な報告義務が課

せられる等制度を活用するメリットが少なく魅力に欠けてきている。 

 そのため指定を受けた事業所が行っている計量管理は、計量を通じて消費者の安全・

安心を提供するもので大いに推進していくべきであるが、制度に魅力が乏しいために指

定事業所がやや減少する傾向がある。従って事業所の指定を拡大させるには、より魅力

のある制度とする新たな策が必要である。 

２ 現状の課題 

 適正計量管理事業所では、計量管理の方法として「計量管理規程」を文書で規定して

いる。適正計量管理事業所は、あくまで自主管理を進めるものとして任意の意思表示に

よる制度であるから社内に別の計量に関する基準がある場合にそれを準用できるような

柔軟な制度でなければならない。現行の適正計量管理事業所の指定の基準は、以下の計

量管理規程によるとされているが、具体的に規定されておらず、また、国内独自の制度

となっているため国際整合性を有した体系的な計量管理を推進する必要がある。 

  ・計量管理を実施する組織 ・特定計量器の検査方法及び時期 

 ・検査設備の保管及び整備の方法  

 ・計量の方法及び量目検査の実施方法・時期、 

 ・その他計量管理を実施する必要事項 

３ 改定の方向 

 適正計量管理事業所は、魅力のある制度へとリニューアルすべきである。製造系事業

所では、ISO のマネジメントシステムとの重複作業を避けることが肝要であり、流通系

では消費者保護を目的とした制度として改変されるべきである。 

そこで、従来の事業所に加え、指定基準に ISO 9001 及び ISO10012 のマネジメント

システムを導入した計量管理事業所を加えて、より正確計量への取り組みを消費者にア

ピールする。ISO/JIS Q 10012（計測管理国際規格）は、計量管理の内容、方法を具体

的に示しているので、指定基準に採用し国際マネジメントシステムに連結した計量管理

を推進できるようになる。適正管理事業所の目的は達成しているものの、自主努力で目

標を拡大している現状に鑑み制度を拡大していく。 

 

具体的な改正案 

  計量法規則第 75 条（指定の基準）第 3項第三号を次のように改正する。 

（現行） 

   三 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管

理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。 

(改正) 

   三 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管

理の内容及び方法を記載した経済産業大臣が別に定める方法を定め、これを遵

守していること。 
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《経済産業大臣が別に定める方法》 

・計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程 

・ISO/ JIS Q 9001 の品質マネジメントシステムによる計量計測に関する規程 

・国際計測管理規格 ISO/JIS Q 10012 に基づく計測マネジメントシステムの運用

による計量管理規程   

４ 期待される効果 

  現行の適正計量管理事業所制度は、平成 5年以前の計量器使用事業場の流れから継続

している事業場が多くマンネリ化の傾向にあり、且つ、計量士が定年退職しても後継者

を養成せず外部の計量士に委託するなど衰退傾向にある。 

 この状況を時代の要請に見合った内容に改善し、活力のある制度とするために国際規

格に基づく計量計測に関する規定を計量法上認めることにより、制度に国際整合化をも

たせ、かつ、事業所トップの計量管理の重要性の認識を高め、計量管理組織の活性化と

強化を図る。 

 
提案 3  特定計量器の追加 ＜ 自動はかり ＞  

１ 提案の背景 

 自動はかりは、食品工業をはじめとして農水産業、化学工業、鉄鋼業、製薬業など多

くの分野において多種多様な機種が使用されている。自動はかりは、現場における生産

工程及び品質管理並びに適正量目確保のための 終工程において、現行法令が制定され

た 20 余年前に比べ性能・技術の向上が著しく、特に食品生産分野においては生産の自

動化やＩＴ化に連動して普及が格段と進んでいる。自動はかりは、自動重量選別機、自

動計量値付け機、ホッパースケール、パッカースケールと称するものなどが代表的で、

これらは、計量対象である製品が静止状態ではなく人の手を介さない状態で計量するも

のである。この自動はかりは、西欧諸国では、規制対象計量器として運用がされており、

型式承認規制のみならず検定対象にしている国もある。当会では、これまでの間、計量

管理を実務とする計量士等関係者をもって自動はかりの計量管理のあり方について調査

検討委員会を開催してきた。また、日常的に自動はかりの計量管理に携わっている全国

の計量士から現状の計量管理の状況、課題等について、その実態と今後の方向性を把握

するためアンケートを実施した。一方では、長い間、改訂がされていなかった自動はか

りの JIS 規格について、順次改正が進められているところである。商品流通の国際化が

進展し日常化していることも踏まえ、また TPP 合意をはじめとする各国間の経済連携協

定が進む中で、計量に関わる規制も国際整合が一層求められる環境にある。 

２ 現状の課題 

(1) ＥＵ諸国、アジア諸国など、OIML 基準を取り入れ自動はかりを規制している。   

これらの趨勢をみると、日本においても自動はかりとそれを使用して計量する分野

においての国際整合化を早急に図り、国際競争力を確保する必要がある。 
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(2) 商品流通の国際化の中で、計量の規制も国際的統一が進むことは必然である。生産

工程や 終的計量においての自動はかりの規制を国際レベルに合わせ、その自動は

かりで計量された商品の適正な計量の確保を図り、国内のみならず日本の商品の輸

出においても信頼をたかめ日本の国益を図る観点から規制を考える必要がある。 

(3) 国内の製品・商品の計量管理上、自動はかりを使用する事業者の間でも法規制のあ

り方について、非自動はかりとの規制の差があることに疑問が持たれている。 

３ 改定の方向  

  具体的な改正案： 

(1) 自動はかり（目量 10 mg 以上）を特定計量器に指定 

・施行令第 2 条（特定計量器）に指定 

   ・当面、JIS が改訂されたホッパースケール、近いうちの改訂が予定されている

自動計量値付機及び自動重量選別機 

(2) -1 検定対象とする場合 

検定有効期間のある計量器に指定 

① 指定製造事業者制度を活用 

・指定製造事業者に指定し、基準適合証印を付せる。 

・有効期間満了時においても、指定製造事業者が基準適合証印を付せる。 

    ②指定検定機関制度を改正して活用 

     ・自動はかりの届出製造事業者を指定検定機関に指定する制度改正を行う 

・当該指定検定機関を監督する体制を整備する。 

  (2)-2  検定対象としない場合 

   ・施行令第 5 条（使用の制限の特例に係る特定計量器）に指定 

   ・JIS 規格による計量管理を行う。 

   ・機器本体の管理及び商品の量目管理を含めて計量管理を行う体制を整備する。 

 ４ 期待される効果 

(1) 自動はかり本体の国際整合化が図られ、日本製品の国際競争力が向上する。 

(2) 自動はかりで計量された商品の流通における計量の安全が確保される。 

(3) 特定計量器に指定することにより適正計量管理事業所の対象事業所が拡がる。 

 
提案４  OIML 国際勧告の受け入れによる量目制度の構築 

１ 提案の背景  

1988 年国際法定計量会議において OIML・R79「包装品ラベルの情報」及び R87「包

装品の内容量」が承認され、日本も加盟国としてこの勧告を国内で受け入れ実施する道

義的責任を負っている。これらの勧告文章案の段階で内容を精査し、国内外で会議の開

催や情報収集を実施し受け入れを検討している。 

各種計量器において国際化対応は JIS 化が加速しているが、一方、量目制度は、概ね

30 年前から改正がされておらず十分に国際化対応が図れてきたとは言い難い。 
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２ 現状の課題 

特定商品の大部分は食品であり、グローバルな流通を考えれば、OIML に準拠した規

制体系にすべきと考える。一例では、フリーズドライ食品の拡販で 5 g 未満の商品（極

少量商品）が日常生活品に多く使われてきた。したがって 5g 未満商品に対する OIML

準拠の許容誤差創設が望まれる。また、メープルシロップやオリーブオイルのような輸

入液体商品は、国内法に合致した特定物象量に合わせている。諸外国においては商品毎

の物象量規制は無く、国内法規制が輸入障壁となることもある。この解決には「g 又は

ml(mL)」の一方のみ選択する単純化策に変更することである。 

 また、「特定商品の販売に係る計量に関する省令」第 2 条（特定物象量の表記の抹消

に係る検査の方法）に規定された量目公差を超えているかどうかを検査する方法の標準

が定められていない。法第 150 条（特定物象量の表記の抹消）が必要な場合にあって、

その行為に対する政令等へ委任する法的根拠の欠落状態の解消のためにも同省令に

OIML R87 附属書に準ずる規定を設けることが望まれる。 

３ 要望する改定の方向 ＞ 

  具体的な改正案： 

   ＜0 g を超え 5 g 未満の許容誤差の創設 ＞ 

    OIML R87 勧告に沿った極少量商品の規制追加。 

   ＜質量と体積等、二の異なる特定物象量の自由選択 ＞ 

    メープルシロップやオリーブオイル等外国商品輸入障壁の解消 

   ＜量目検査の平準化及び取扱用語の統一 ＞ 

     量目検査の実効性ある検査方法の確立による適正な計量確保の基盤整備 

４ 期待される効果 

 ・生活必需品の計量安全確保に寄与する。  

 ・輸入業者を含めた内容量表記商品生産者の計量管理経費の減少に繋がり商品コスト 

  軽減に寄与することで消費者へのコスト面の還元が期待できる。 

 ・輸入障壁の解消 

 
提案５ 定期検査関係 ＜ 定期検査を要しない（免除）期間の統一 ＞ 

１ 提案の背景 

  定期検査は、本来、2 年に 1 回の周期で受検する規定であるが、法改正による追加非

自動はかり（施行令附則別表第 2）に対して検定が導入された際、経過措置とし附則が

定められた。小型はかりは、需要予測（受注製造を除き）により大量に製造していたた

め、在庫期間があり、小型はかり製造事業者の不利益解消のため定期検査を要しない（免

除）期間として経過措置が設けられた。しかし、法改正以来 20 余年が経過して経過措

置の意義は完了しているにも関わらず、計量行政機関では、免除に係る手続きのため運

用に係る費用負担が継続している。 

２ 現状の課題 

 ・特定計量器の定期検査を要しない期間の特例がはかりの種類毎に定められている。 
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 ・施行令附則第 5 条第 1 項で「当分の間」として新品の小型はかりは、第１回目の定

期検査が免除される取り扱いである。 

 ・大型はかりには、新品であっても免除期間がなく免除期間がある小型はかりとのバ

ランスを欠いている。 

・使用者の定期検査受検に際し、計量行政機関、指定定期検査機関が免除シールを貼

付する場合、免除期間があるため確認検査はしても検査手数料が取れない。 

 ・定期検査対象特定計量器のうち、電気抵抗線式と追加された電気式はかりの義務期

間に差異が生じ不公平となる。 

３ 改定の方向 

 具体的な改正案： 

 ・現在の商品管理の状況から施行令附則第 5 条第 1 項を廃止 

・対象はかりの定期検査受検義務期間を統一する。 

・計量法施行令附則第 4 条、第 5 条及び附則別表第 4 の規定に基づく質量計に係る経 

  過措置に関する省令の削除 

４ 期待される効果 

 ・免除期間の適用が統一されることで定期検査現場での判断基準が一本化され、定期

検査実施時期による対象・免除の混乱が避けられる。 

 ・免除期間を示すために行政機関等が貼付している通称免除シールが不要となる。 

 

提案６ 計量器販売事業者の遵守事項について 

１ 提案の背景 

 定期検査の事前調査は、計量法第 22 条で市町村の長が行うこととなっているが、現

状では、市町村長の事前調査は十分に行われているとは言い難いという声が大きい。 

定期検査は、知事、特定市町村長が管轄範囲を定期検査周期の 2 年について、対象範

囲を 2 分割実施したり、2 年に 1 回全範囲を実施する方法により行われている。 

毎年調査、隔年の調査と市町村によって異なることもあるためか、調査を着実に実施

している市町村もあるが、前回の検査実績を事前調査に転用している事例が多く見られ

る。定期検査対象の把握は、事前調査が原則であり、この結果が確実な定期検査の実施

につながる。 

計量器を販売する特定計量器販売事業者には、施行規則第 19 条で遵守事項が定めら

れている。この規定もあって、旧法時代からの制度を引き継いだ対応策として、大型は

かりについては業界団体の協力を得て、都道府県等に届け出ている例もある。 

２ 現状の課題 

事前調査が十分に行われていない状況のため、新規事業者、移転、廃止した事業者な

どの情報が十分得られていない場合が多く出ている。 

定期検査実績の年々の減少は、この結果が的確に定期検査に反映されていないことも

影響している。2 年ごと、定期検査実施前に新規の検査対象者が把握されないと検査漏
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れになり定期検査制度の根幹にかかわる問題となる。また、移転事業者、取引証明事業

を廃止した者も把握できないと未受検者としての扱いで事前調査書に残ったままになる。 

３ 改定の方向 

 具体的な改正案： 

  計量法施行規則第 19 条（遵守事項）に第三号として次の条文を追加する 

（改正） 

   三 届出に係る特定計量器を購入した者が定期検査対象となる場合には、都道府

県知事（その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の

長）に連絡するように努めること。 

４ 期待される効果 

  新規事業者に販売事業者が販売し、定期検査対象となる事業者を都道府県、特定市  

 に連絡して頂くように協力を求めることにより、市町村が行う事前調査の補完を行い、 

 脱検予防が図れる。 

 

提案７ 指定検定機関の指定権限の委任と設備要件の緩和  

１ 提案の背景 

民間活力の導入を目的とした指定検定機関制度が形骸化している状況にある。新法施

行時は、検定は、国の機関委任事務であったところ、平成 12 年の地方分権一括法の導

入によって、「検定」は、特定計量器毎に大臣、都道府県及び指定検定機関が行うもの

の、都道府県分については自治事務となった。 

 定期検査制度に係る、質量計、有効期間のある燃料油メーター、装置検査であるタク

シーメーター等、の検定の主体は、都道府県知事である。 

この指定検定機関の業務については、新法時、特定計量器の指定製造事業者制度を推

進する上で型式承認の必要性があるため申請には型式承認試験を行うことができる試験

設備と要員、公正な実施等について細かに省令で定めている。 

指定権限は、法第 106 条では、指定定期検査機関の規定である法第 27 条以降の「都

道府県知事」とされている権限者を「経済産業大臣」と読み替える規定となっている。

一方、機関の指定区分は、施行令第 26 条で特定計量器 18 種類が定められており、申請

者は、これらから選択することができる規定である。 

しかしながら、指定製造事業者制度の導入によって知事に申請される検定申請数量は、

平成 8 年度以降、特定計量器のうち検定の有効期間のあるもの（燃料油メーター、装置

検査としてのタクシーメーター）及び修理後の検定だけと大幅に減少した。このため、

地方計量行政機関は、予算、職員定数の見直しを進め、経験豊富な職員の大量退職もあ

って地方計量行政機関の執行体制が大幅に低下している。 

このような状況下、地方では、定期検査は、指定定期検査機関を指定し活用するもの

の、検定は、専門職員が不在のため、近年多くの都道府県で、検定の作業委託が進んで

いる中で、今後の適正な計量の実施の確保に大きな懸念が生じている。 
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２ 現状の課題 

定期検査、検定が都道府県知事の自治事務であるので、知事が指定できる指定定期検

査機関と同様に指定検定機関の指定も知事権限とすることが望ましい。 

  地方自治体の計量行政機関が縮小されている状況でも検定業務は義務付けられている

ところ、都道府県職員の異動ローテーションが短期化する中、専門的な計量技術習得が

なされないため検定業務従事者の質、量ともに今以上に落ち込んでいき、安易に検定の

作業委託が拡大されていかないか懸念される。指定検定機関として指定し一定の基準を

確保することが必要である。一方、法第 106 条の指定に関して準用される法 28 条第 1

項の省令として、指定検定機関の指定基準は省令で詳細に規定されている。この指定基

準には、型式承認試験設備の保有が定められている等、現在の検定主体である知事も保

有していない恒温恒湿室や、電気性能試験設備などが含まれている等もあり指定が進ん

でいない。こうした点からも検定業務の民間に委託ができない状況である。 

(1)自治体の計量法との関わりは監視機能に特化して行くという構想を持つ中でこの

課題を解決して行くかどうか。 

(2)従来、自治体が担ってきた検定、基準器検査の分野をどこに担わせることがよいか。 

(3)指定権限を都道府県知事に政令委任することは可能か。 

３ 改定の方向 

 (1)具体的な改正案： 

ア 指定検定機関の指定基準の緩和 

・現行業務範囲から型式承認に係る試験範囲を除いた「器差検定」の範囲（ 小限

度非自動はかりのみを対象）に絞った指定基準を設ける。指定基準にある、特定

計量器の性能検査としての型式承認に必要な設備が必要であるが、型式承認制以

降、指定製造事業制度導入時に必要とされたものの、一般特定計量器にあっては、

これまでに実績はない。現在、型式承認申請は、減少してきていることから産業

技術総合研究所で対処できる。 

イ 指定権限を都道府県知事に委任 

 ・指定検定機関の指定により、都道府県管轄区内の検定が可能となり、民間サイド

からも適正な計量の推進を図ることが出来る。 

・定期検査で不合格が出た際に修理が行われるが、メーカー修理が終了し修理検定

が申請されても修理検定のできる職員が不在であり、これを解消するためには知

事に指定検定機関の指定権限を与えることで指定検定機関が修理検定ができる。 

ウ 指定基準として ISO 17020 取得が望ましいが、現行の検定、修理後の検定の技術

基準等は、はかりの場合には、定期検査業務の技術基準と大差がないためあえて認

証を受けるまでもないと考える。 

 (2) 具体的な改正案が困難な場合→将来的な改正の必要性 

   上記(1)の政省令改正が出来ない場合には、直近の法改正までに現行課題の解消に

対応できる制度を検討し「検定」の自治事務化に適確に対応可能な制度とすること。 
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４ 期待される効果 

(1) 地方計量行政機関のうち、指定検定機関の活用を期待する自治体に代わり検定業務

を適確に実施することが可能となる。 

(2)あらたに特定計量器に指定する計量器が出ても検定実施機関の問題が解決する。  

(3)計量士等の活用が図れる。 

(4)計量標準と適正な計量器の供給が図れる。 

 
提案８ 基準分銅関係 ＜ JCSS 分銅の利用拡大 ＞ 

１ 提案の背景 

 法第 103 条では、基準器の校正をする際、JCSS 校正証明書により定めることができ

る。計量器製造事業者の設備基準については、基準器に替え JCSS 分銅も認めている（施

行規則第 5 条第 3 項）。同時に検定検査規則第 205 条（JIS 引用のため削除）では、実

用基準分銅校正用は JCSS 分銅で良いものの、検定検査における特定計量器の器差検査

には、基準器が必要である。 

２ 現状の課題 

 基準器と JCSS 分銅の相互乗り入れは進んでいるが、特定計量器の器差検査には基準器

が必要となっており、計量法への対応と国際規格の２つの基準を整備しなければならず、

自治体や企業における負担となっている。 

(1) 製造・修理事業者は、「基準分銅」若しくはこれ以上の性能を有する JCSS 分銅で

良いこととされている。 

(2) 一方、指定製造事業者は、省令細目で、検査設備として基準分銅が要件である。 

(3) 法定の検定・検査における器差検査は、基準分銅で無ければならない。このため、

法定計量だけでなくトレーサビリティが要求される計量管理も行う製造事業関係

の適正計量管理事業所や代検査計量士は、事業に必要な等級の基準分銅を持つか、

精度上位の JCSS 分銅を持ち実用基準分銅を校正して 終検査用に保有しなけれ

ばならない。 

(4) 特級基準分銅では、一級はかりの器差検査は、 大許容誤差の 1/3 の範囲に収まら   

ない範囲もあり検定・検査ができない場合がある。この解消には、E2 級を取り込

んだ体系に整備する必要がある。 

(5)【計量法第 102 条】他は、「基準器」とされているものの、検則では、実用基準分 

銅の作成と使用を認めている。必要とする精度ではなく単に名称的イメージがある。 

(6)【検則第 19 条】に規定される【基準器】との関係で改定及び JISB 7611-2 附属書

A JA.1.1 の改定を行うことが必要。 

３ 改定の方向 

 (1)具体的な改正案： 

 ・特定計量器の検定・検査に JCSS 分銅の使用も認める。 

  ・検定、定期検査、代検査に関係する規定に施行規則第 5 条第 3 項の用語を活かし、 

関係規定を改正する。 例：JIS B 7611-2 附属書 JA ,JB 
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 (2)具体的な改正案が困難な場合→将来的な改正の必要性： 

 ◇計量標準供給制度の一本化 

   基準器制度と国際的に通用する JCSS の国内計量標準供給のダブルスタンダード

を一本化する。 

 ・これまでの計量行政審議会において、国際化対応として計量標準供給制度をトレー

サビリティのとれた JCSS 校正制度に一本化する方針が答申されていること、非自

動はかりの検定・検査の器差検査に対応できる性能を有する制度の構築が望まれる。 

４ 期待される効果 

・ JCSS 分銅の普及が進むことで、基準器検査業務が減り自治体の負担が軽減される。 

・国際規格と計量法への対応のように 2 つの基準を整備しなければならない企業にお

ける負担が軽減される。 

 
提案９ 検定証印、定期検査済み証印等とともに付す数字について  

  
１ 提案の背景 

 質量計の使用中検査が受検済みか否かは、使用者及び消費者が省令に基づく定期検査

済証印を確認しており、付された数字の明確さは、行政機関だけでなく取引の現場でも

重要なものである。しかし、近年では、この数字は打刻に代わり貼付シール上での「済

証印」附記及び実施主体明記がほとんどの状況である。旧法から原則運用していた打刻

運用の様式から貼付シール上での定期検査済証印代わりも「済証印」に改める。 

２ 現状の課題 

 ・型式承認表示や検定証印等の年月表示との整合性が図られていない。 

 ・検定証印等（一部は打刻でないシールも使用している様である）及び表示する年月

の運用との整合性を図る必要がある。 

３ 改定の方向 

 具体的な改正案： 

  関係法令・条文 特定計量器検定検査規則第 48 条 

外国メーカーも含めて考慮すれば西暦表示（2 桁又は 4 桁が考えられる）が妥当 

４ 期待される効果 

 特定計量器使用者及び消費者にわかりやすい数字（元号 2 桁表示や西暦表示等）の 

運用を実施し、もって脱検予防を図る。 

 外国製品に対し輸入障壁の解消となる。 

 
以上      


