別紙１
仕様書
１．件名
令和３年度戦略的国際標準化加速事業（我が国の国際標準化戦略を強化するための体制
構築）（特定計量器試買調査）
２．調 査の目 的
計量法 では、 取引 若し くは証 明にお ける 計量 に使用 され、 又は 主と して一 般消費 者の
生活の 用に供 され る計 量器の うち、 適正 な計 量の実 施を確 保す るた めにそ の構造 又は 器差
に係る 基準を 定め る必 要があ るもの とし て特 定計量 器が定 めら れて いる。
国内で 販売さ れて いる 特定計 量器に 関す る適 正計量 実施の 確保 及び 法令遵 守状況 の実
態の確 認を行 うと とも に、製 造・輸 入・ 販売 事業者 に対す る指 導・ 監督の 参考に 資す るこ
とを目 的とし て、 以下 の調査 を実施 する 。
Ⅰ．家 庭用特 定計 量器 の調査
家庭用 特定計 量器 のう ち「一 般用体 重計 」及 び「調 理用は かり 」に ついて 、現在 、国
内で販 売され てい るも のを購 入し、 表示 及び 性能検 査等を 行う こと により 、国内 で販 売さ
れてい る製品 （国 内で 製造さ れ販売 され てい る製品 又は海 外で 製造 され輸 入販売 され てい
る製品 ）の家 庭用 特定 計量器 の基準 への 適合 状況の 実態を 確認 する 。
Ⅱ．指 定製造 事業 者が 製造し た特定 計量 器の 調査
指定製 造事業 者が 製造 した特 定計量 器に つい て、現 在、国 内で 販売 されて いるも のを 購
入し、 表示及 び器 差検 査等を 行うこ とに より 、指定 製造事 業者 が製 造する 特定計 量器 の技
術上の 基準へ の適 合状 況の実 態を確 認す る。
Ⅲ．家 庭用特 定計 量器 及び指 定製造 事業 者の 実態調 査後の フォ ロー アップ 調査
委託者 より提 供さ れた 「令和 ２年度 戦略 的国 際標準 化加速 事業 （我 が国の 国際標 準化 戦
略を強 化する ため の体 制構築 ）（令 和２ 年度 特定計 量器試 買調 査） 」報告 書に記 載さ れて
いる不 適合事 例の 具体 的な事 業者名 、事 業場 名、型 式等に 関す る情 報から 、当該 不適 合事
例者へ の確認 のた めの 連絡及 びヒア リン グを 行い、 報告書 を作 成す る。
３．調 査の内 容
Ⅰ．家 庭用特 定計 量器 の調査
（１） 計量器 の調 査及 び購入
①購入 対象及 び型 式数
対象計 量器
一般用 体重計
(電気式 )
調理用 はかり
（電気 式）

選定
国内製 造事業 者又 は輸 入事業
者１０ 社程度 につ いて 、各社
ごとに １～２ 型式 を選 定
国内製 造事業 者又 は輸 入事業
者１０ 社程度 につ いて 、各社

購入型 式・台 数
１５型 式程度
（１型 式当た り３ 台）
計 ４５台
１５型 式程度
（１型 式当た り３ 台）

ごとに １～２ 型式 を選 定

計

４５台

※現在 、国内 で販 売さ れてい るもの （既 に製 造中止 となっ てい るも のは除 く。） に限 る
②型式 の調査 及び 購入 時の留 意事項
購入す る型式 及び 購入 方法は 次を考 慮す るこ と。
（ア） 購入す る型 式を 選定す るため 、イ ンタ ーネッ トにて 製造 ・輸 入・販 売事業 者等
が取り 扱う型 式の 情報 を調べ る。ま た、 製造 ・輸入 ・販売 事業 者名 、製造 状況を
記録す る。記 録し た内 容を基 に、購 入す る型 式を選 定する 。な お、 選定の 際には
次に該 当する 計量 器を 優先す る。
・過去 に試買 調査 を行 ってい ない事 業者
・過去 に試買 調査 を行 ってい ない計 量器
・新商 品
・委託 者が指 定す る計 量器
製造、 輸入事 業者 が偏 らない ように 購入 する 型式の 一覧を 作成 し、 協議の うえ、
購入す る型式 を決 定す る。
（イ） 購入先 は首 都圏 に偏ら ないよ うに 、北 海道・ 東北圏 、中 部圏 、近畿 圏、中 国・
四国圏 、九州 圏等 から も購入 する。
（ウ） 購入は 、家 電量 販店、 百貨店 、総 合ス ーパー 、ホー ムセ ンタ ー、イ ンター ネッ
ト販売 （通信 販売 を含 む）等 から購 入し 、同 一型式 の３台 は異 なる 販売先 から購
入する ことを 原則 とす る。購 入する 販売 先が 偏らな いよう にす るた め、販 売形態
の広い 実店舗 （家 電量 販店、 百貨店 、総 合ス ーパー 、ホー ムセ ンタ ー、ド ラッグ
ストア ）を優 先す る。 同一型 式の３ 台の 内、 １台は インタ ーネ ット 上の店 舗で購
入する （実店 舗で １台 も購入 できな い場 合は 、イン ターネ ット 上の 店舗で ３台購
入して も構わ ない ）。
（エ） 購入す る製 品の 製造年 を確認 し、 平成 29年以 降に製 造、 輸入 された 製品を 優先
して購 入する 。な お、 平成28年の製 造で あっ てもJIS B 7613;2015に対応 してい
る製品 がある こと から 、確認 し購入 する 。
（オ） 不適合 が疑 われ る製品 等、委 託契 約締 結後、 委託者 が指 定し た製品 、その 他特
別に調 査すべ き製 品を 指示し た場合 は、 これ に従う のもの とす る。
（カ） 最終的 な購 入先 、事業 者、製 品、 型式 等は、 委託契 約締 結後 、委託 者と協 議し
て決定 をする 。
（キ） 購入後 、動 作不 良等に より器 差試 験を 行うこ とが不 可能 な計 量器で あるこ とが
判明し た場合 、速 やか に購入 先に返 品し 、代 替品を 手配す る。
（２） 調査方 法
①表示 適合状 況の 調査
委託事 業者に おい て、 計量法 施行規 則で 定め る技術 上の基 準で ある 日本産 業規格
JIS B 7613:2015家 庭 用はか り－一 般用 体重 計、乳 幼児用 体重 計及 び調理 用はか り
（以下 、「JIS B 7613:2015」 とい う。） に 規定す る表示 の全 項目 及び計 量法施 行
規則第22条の 表示 （丸 正マー ク）の 有無 及び 適合状 況を調 査す る。

なお、 平成28年12月31日以前 に製造 、輸 入さ れた製 品はJIS B 7613:2008へ の適
合が認 められ てい るこ とから 、JIS B 7613:2008へ適 合し ている こ とを確 認する と
ともにJIS B 7613:2015への適 合状 況も調 査 する。
②性能 適合状 況の 調査
試験実 施機関 に、JIS B 7613:2015に規定 す る性能 のうち 器差 及び 零復帰 度の適
合状況 を調査 する 。な お、試 験の結 果、 不適 合製品 があっ た場 合、 JIS B
7613:2015で 定めら れ ている 器差以 外の 試験 、分解 等を行 うこ とに よって 、構造 上
の問題 点等に つい て考 察を行 う。
③調査 項目
上 記①及 び② にお いては 次の項 目を 調査 するこ と。
・JIS B 7613:2015に 規定さ れてい る以 下の 項目（ 番号は 、JIS B 7613:2015に おけ
る箇条 番号）
5.1器差
5.3零復 帰度
10.表示
10.1

製品の 表示

10.2

個装箱 の表 示

10.3

取扱説 明書 の表 示

・丸正 マーク の表 示
注１）調査は、１型式当たり３台について全て実施する。
注 ２ ） JIS B 7613:2008では項 目の 箇条番 号 は異な る。
注 ３ ） 性 能 適 合 状 況 は 、 JIS B7613の 該 当 試 験 項 目 に 熟 知 し た 者 が 行 う 。 た だ し 、 熟 知 し
た者から適切に指導受ける立場にある者が行うことを妨げない。
注４）計量法施行規則について
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405M50000400069か ら 検 索 ・ 閲 覧 が 可 能 。
注 ５ ） JIS B 7613は 、 日 本 産 業 標 準 調 査 会 の Ｈ Ｐ （ http://www.jisc.go.jp/） か ら 、 検 索
・閲覧が可能。

④画像 撮影
検査設 備の外 観並 びに 調査型 式（全 台） の外 観及び 表示状 況の 詳細 が分か るよ
う、デ ジタル カメ ラ等 により 写真を 撮影 し、 画像（ カラー ）デ ータ を調査 報告書 と
ともに 提出す るも のと する。
⑤ 添付資 料等
購入し た計量 器に 同梱 されて いる取 扱説 明書 等の資 料は調 査報 告書 ととも に提出
するも のとす る。
（３） 調査報 告書 の作 成
① 調査報 告書 の概 要
「家庭 用特定 計量 器報 告書」 として 型式 に応 じて次 の項目 につ いて 、表や グラフ 、
写真の 添付等 によ って 試験結 果をま とめ るこ と。調 査報告 書は 、「 結果総 括」、
「詳細 結果」 、「 不適 合事項 詳細」 から なる 次の構 成とす る。

【結果 総括の 項目 】（ 予定）
・購入 品の一 覧（ 事業 者名、 型式、 ひょ う量 、目量 、測定 範囲 の下 限値を 表にま
とめる ）
・ 生産国
・購入 品の丸 正マ ーク の有無 及びＪ ＩＳ 表示 適合状 況【製 品、 個装 箱、取 扱説明
書】（ 適否の み） 一覧
・購入 品の器 差（ 適否 のみ） 及び零 復帰 度（ 適否の み）一 覧
・考 察（ 表示 及び性 能の適 合状 況、 過去行 われた 調査 結果 との比 較デー タな どを
用いて 概括的 に纏 める ）
【詳細 結果項 目】 （予 定）
（ ア）表 示確 認結 果
・ラベ ル（事 業者 名、 型式番 号）
・ＪＩ Ｓ表示 適合 状況 【製品 、個装 箱、 取扱 説明書 】
・丸正 マーク の有 無及 び適合 状況
・計量 単位の 適合 状況
・一般 情報（ 生産 国、 購入方 法、購 入店 舗等 ）
・製品 の外観 （写 真）
（イ） 性能試 験結 果
・型式 、ひょ う量 、目 量
・零復 帰度（ 試験 デー タ）
・器差 （試験 デー タ）
・試験 条件（ 温度 、湿 度、分 銅）
・使用 した参 照標 準器
（ウ） 結果一 覧
・ＪＩ Ｓ表示 適合 状況 【製品 、個装 箱、 取扱 説明書 】（適 用規 格別 に）
・丸正 マーク の有 無及 び適合 状況
・計量 単位の 適合 状況
・性能 試験結 果（ 零復 帰度、 器差）
【不適 合事項 詳細 】（ 予定）
・ 不適合 事業 者名 、商品 名、型 式、 製品 外観写 真
・ 不適合 内容 の詳 細（表 示不適 合は 、一 目で分 かるよ うに 拡大 写真を 添付の こ
と。）
②調査 報告書 を取 り纏 めるに 当たっ ての 留意 事項
以下を 留意の 上作 成の こと。
（ア） 詳細結 果は 、型 式毎に 取り纏 める こと
（イ） 調査型 式の 外観 及び表 示等の 写真 は、 全台数 を撮影 し、 調査 結果と 写真が
突き合 わせで きる よう 番号等 を付し てま とめ る。
（ウ） 表示の 適合 状況 は、製 品、個 装箱 毎に 調査報 告書だ けで 判別 できる ように
表示部 分を拡 大す ると ともに 取扱説 明書 を添 付のこ と。

Ⅱ． 指定製 造事業者 が 製造した特定 計量器の 調査
（１） 計量器 の調 査及 び購入
① 購入対 象及 び型 式数
令和3年 3月31日時 点で 以下の ＵＲＬ に掲 載さ れてい る指定 製造 事業 者に指 定され
ている 事業者 が製 造す る特定 計量器 のう ち、 海外で 製造さ れ国 内で 販売さ れてい る
（既に 製造中 止と なっ ている ものは 除く 。） 特定計 量器を 中心 に、 購入し 、調査 を
行う。
なお 、購入 対象 は抵 抗体温 計、血 圧計 の中 から、 委託者 と協 議の 上決定 するも の
とし、 購入型 式・ 台数 はおお よそ１ ０型 式３ ０台と する。
※指定 製造事 業者 一覧 ：
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/33_files/20201210s
iteiseizou.pdf
②型式 の調査 及び 購入 時の留 意事項
購入す る型式 及び 購入 方法は 次を考 慮す るこ と。
（ア） 購入す る型 式の 選定の 際には 次に 該当 する計 量器を 優先 する 。
・過去 に試買 調査 を行 ってい ない計 量器
・新商 品
（イ） 購入先 は地 域等 につい ては制 限せ ず、 調査、 購入す る。
（ウ） 購入は 、計 量器 専門店 、量販 店（ ホー ムセン ター等 ）、 通信 販売、 インタ ーネ
ット販 売（通 信販 売を 含む） 等から 購入 する 。可能 な限り 購入 する 販売先 が偏ら
ないよ うにす るた めに 、販売 形態の 広い 実店 舗（計 量器専 門店 、ホ ームセ ンタ
ー、家 電量販 店） を優 先する 。同一 型式 の３ 台のう ち、１ 台は イン ターネ ット上
の店舗 で購入 する （実 店舗で １台も 購入 でき ない場 合は、 イン ター ネット 上の店
舗で３ 台購入 して も構 わない ）。
（エ） 具体的 な事 業者 名、事 業場名 、型 式等 に関す る情報 は、 委託 者から 提供す る。
また、 検定証 印が 付さ れた製 品も市 場に 流通 してい るので 、基 準適 合証印 が表示
されて いる製 品を 購入 する。
（オ） 不適合 が疑 われ る製品 等、委 託契 約締 結後、 委託者 が指 定し た製品 、その 他特
別に調 査すべ き製 品を 委託者 から指 示し た場 合は、 これに 従う のも のとす る。
（カ） 最終的 な購 入先 、事業 者、製 品、 型式 等は、 委託契 約締 結後 、委託 者と協 議し
て決定 をする 。
（キ） 購入後 、動 作不 良等に より器 差試 験を 行うこ とが不 可能 な計 量器で あるこ とが
判明し た場合 、速 やか に購入 先に返 品し 、代 替品を 手配す る。
（２） 調査方 法
①表示 適合状 況の 調査
委託事 業者に おい て、 指定製 造事業 者の 指定 等に関 する省 令第 8 条 及び第 9 条の 表
示（以 下「基 準適合 証 印表示 」とい う。）並び に特定 計量器 検定 検査 規則（ 以下「 検則」
という。）の 適合状 況 を確認 する。
②性能 適合状 況の 調査

計量器 の性能 適合 状況 は、試 験実施 機関 に外 注し、 器差検 定を 実施 した場 合の検 定
公差へ の適合 状況 を確 認する 。
※検定 公差に 不適 合と なった 場合は 、使 用公 差への 適合状 況を 確認 する。
・試験 の結果 、不 適合 製品が あった 場合 、器 差以外 の試験 、分 解等 を行う ことに よっ
て構造 又は性 能上 の考 えられ る、問 題点 等に ついて 考察を 行う 。
③調査 項目
上記① 及び② にお いて は次の 項目を 調査 する 。
・基準 適合証 印表 示
・検則 表記事 項
・検定 公差（ 使用 公差 ）
注１） 調査は 、購 入し た全て の特定 計量 器で 実施す る。
注２） 性能適 合状 況は 、検則 の該当 試験 項目 に熟知 した者 が行 う。 ただし 、熟知 した 者
から適 切に指 導受 ける 立場に ある者 が行 うこ とを妨 げない 。
注３） 指定製 造事 業者 の指定 等に関 する 省令 及び検 則につ いて
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi から検 索・ 閲 覧する 。
④画像 撮影
検査設 備の外 観並 びに 調査型 式（全 台） の外 観及び 表示状 況の 詳細 が分か るよう 、
デジタ ルカメ ラ等 によ り写真 を撮影 し、 画像 （カラ ー）デ ータ を調 査報告 書とと もに
提出す る。
⑤添付 資料等
購入し た計量 器に 同梱 されて いる取 扱説 明書 等の資 料は調 査報 告書 ととも に提出 す
る。
（３） 調査報 告書 の作 成
①調査 報告書 の概 要
「指定 製造事 業者 が製 造した 特定計 量器 の調 査」と して型 式に 応じ て、次 の項目 に
ついて 、表 やグ ラフ 、写真の 添付等 によ って 試験結 果をま とめ る。調査報 告書は 、
「結
果総括」、「詳 細結 果」 及び「 不適合 事項 詳細 」から なる次 の構 成と する。
【結果 総括の 項目】（ 予定）
・購入 品の一 覧（ 事業 者名、 型式等 を表 にま とめる ）
・生産 国
・検則 表記適 合状 況（ 適否の み）
・器差 （適否 のみ ）
・考察 （表示 及び 性能 の適合 状況等 をデ ータ などを 用いて 概括 的に 纏める。）
【詳細 結果の 項目】（ 予定）
（ア） 表示確 認結 果
・ラベ ル（事 業者 名、 名称、 型式番 号）
・基準 適合証 印表 示適 合状況
・検則 表記適 合状 況
・計量 単位の 適合 状況

・一般 情報（ 生産 国、 購入方 法、購 入店 舗等 ）・製 品の外 観（ 写真 ）
（イ） 性能試 験結 果
・型式 、計量 範囲 、目 量
・器差 （試験 デー タ）
・試験 条件（ 温度 、湿 度、試 験設備 ）
・使用 した参 照標 準器
（ウ） 結果一 覧
・基準 適合証 印表 示適 合状況
・検則 表記適 合状 況
・計量 単位の 適合 状況
・性能 試験結 果（ 器差 ）
【不適 合事項 詳細 の項 目】（予 定）
・不適 合事業 者名 、製 品、型 式、製 品外 観写 真
・不適 合内容 の詳 細（ 表示不 適合は 、一 目で 分かる ように 拡大 写真 を添付 する。）
②調査 報告書 を取 り纏 めるに 当たっ ての 留意 事項
以下を 留意の うえ 作成 する。
（ア） 詳細結 果は 、型 式毎に 取り纏 める 。
（イ） 調査型 式の 外観 及び表 示等の 写真 は、 全台数 を撮影 し、 調査 結果と 写真が 突き 合
わせで きるよ う番 号等 を付し てまと める 。
（ウ） 表示の 適合 状況 は、製 品、個 装箱 毎に 調査報 告書だ けで 判別 できる ように 表示 部
分を拡 大する とと もに 取扱説 明書を 添付 する 。
Ⅲ． 家庭用 特定計量 器 及び指定製造 事業者の 実態調査後の フォロー アップ調査
（１） 不適合 事例 の確 認
委 託 者 よ り 提 供 さ れ た 「 令 和 ２ 年 度 戦 略 的 国 際 標 準 化 加 速 事 業 （ 我 が 国 の 国 際 標 準化
戦略を 強化す るた めの 体制構 築）（ 令和２ 年 度特定 計量器 試買 調査 ）」報告 書に 記載さ れ
ている 不適合 事例 の具 体的な 事業者 名、 事業 場名、 型式等 に関 する 情報か ら、当 該不 適
合事例 者への 確認 のた めの連 絡及び ヒア リン グを行 う。た だし 、新 型コロ ナウイ ルス の
影響に より対 面で 行え ない場 合は、 メー ル等 にて行 う。
（２） 調査方 法
①連絡 文書の 作成
不適合 事例者 へヒ アリ ングを 行うた めの 連絡 文書を 作成す る。 連絡 文書の 内容は 委託
者と協 議のう え決 定す る。
②ヒア リング
① の 連 絡 文 書 を 不 適 合 事 例 者 へ 送 付 し 、 ヒ ア リ ン グ 日 程 の 調 整 お よ び ヒ ア リ ン グ を実
施する。 ヒア リング に は経済 産業省 産業 技術 環境局 計量行 政室 が同 席する。 また、 ヒア
リングには不適合となった計量器も併せて持ち込む。ヒアリングの議事録を作成する。
ただし、新型コロナウイルスの影響により対面で行えない場合は、メール等にて行う。
その場 合は、 議事 録は 作成し なくて もよ い。

（３） 調査報 告書 の作 成
「 家 庭 用 特 定 計 量 器 及 び 指 定 製 造 事 業 者 の 実 態 調 査 後 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 」 と して
家庭用 特定計 量器 及び 指定製 造事業 者に 応じ て、ヒ アリン グ内 容を まとめ る。調 査報 告
書は、
「ヒ アリ ング事 業者」及 び「ヒ アリン グ内容」からな る構 成 とする。ただし 、新型
コロナ ウイル スの 影響 により 対面で 行え ない 場合は 、メー ル等 の内 容から 作成す る。
４

調 査実施 の条 件

（１） 本件に おけ る調 査・集 計作業 に当 たっ ては、 本調査 仕様 書に 定める 事項を 確実 に行
う。
（２） 受託者 は、 製品 の購入 状況、 試験 の調 査状況 につい て、 少な くとも 毎月１ 回は 報告
する。 また、 原則 、令 和３年 １２月 末ま でに 試験を 終了し 、令 和４ 年１月 末まで に全 製
品の試 験結果 （速 報） を報告 する。
（３）受託者 は、定 め られた 期日ま でに 調査・集計 作業を 確実 に行 い、成 果物を 納入 する 。
（４） 受託者 は、 不測 の事態 により 、定 めら れた期 日まで に作 業を 終了す ること が困 難と
なった 場合は 、遅 滞な くその 旨を委 託者 に連 絡し、指示を 受け る。この場 合、受 託者 は、
作業が 困難と なっ た事 情を速 やかに 解決 し、 作業の 遅れを 回復 する よう努 める。
（５） 受託者 は、 報告 書等の ＣＤ－ Ｒ又 はＤ ＶＤ－ Ｒが正 しく 読み 込めな い場合 、そ の他
不適当 な入力 が発 見さ れた場 合等に は、 正し く読み 込める よう 、補 修又は 再入力 等を 行
う。
（６） 業務の 実施 に当 たって は、委 託者 と連 絡を密 にとる 。
（７） 受託者 は試 験実 施機関 に対し て、 試験 を依頼 するに 当た って 、試験 内容及 び結 果に
ついて 、契約 期間 中及 び終了 後のい かな る場 合にお いても 秘密 の保 持に十 分配慮 し、 第
三者に 漏洩し ては なら ない旨 を書面 にて 契約 する。
（８） 本調査 で不 要と なった 計量器 （試 験実 施後適 合が確 認さ れた 計量器 及び不 適合 事例
者への 確認が 終わ った 不適合 と確認 され た計 量器） につい ては 、受 託者に おいて 破棄 す
る。
５．成果物
I.～ Ⅲ .の そ れ ぞ れ に つ い て 次 の 成 果 物 を 納 入 す る こ と 。
（ １）報 告書 （紙 面）

１０部

※ Ａ４ 版１ ５０～ ３００ 頁程 度
（ ２）報 告書 及び 写真（ 電子デ ータ ）

CD-R(700MB)又はDVD-R(4.7GB)

２式

※記録 データ は、 報告 書につ いては 、Word形 式(Windows版 Microsoft Word
2007対 応)及 びExcel形 式(Windows版 Microsoft Excel 2007対応 )｡写真に つ
いては 、報告 書と は別 にJPEG形式の 電子 ファ イルを 保存す るこ と。
６．成 果物の 納入 場所
一般財 団法人

日 本規 格協会

７．履 行期限
契約締 結日か ら２ ０２ ２年２ 月２８ 日（ 月）
８．そ の他
本調査 の実施 に際 して 、本調 査仕様 書に 定め る以外 の事項 等に つい ては、 一般財 団
法人日 本規格 協会 の指 示に従 うこと 。

