
別紙 No.1 環境省令 第十八号 

 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第三条第一項及び第二十七条の規定に基づき、排水基準を

定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 

  平成三十年八月二十八日     環境大臣 中川 雅治   

排水基準を定める省令の一部を改正する省令 

 排水基準を定める省令（昭和四十六年総理府令第三十五号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規

定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄

にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 

 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（経過措置） （経過措置） 

２ 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げ

る業種に属する工場又は事業場に係る排出水 

 

（窒素又は燐
り ん

が海洋植物プランクトンの著しい増殖

をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩

素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリ

グラムを超えるものを含む。以下同じ。）及びこれ

に流入する公共用水域に排出されるものに限る。）

の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準

は、平成三十五年九月三十日（天然ガス鉱業にあっ

ては、平成三十三年九月三十日）までの間は、第一

条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げ

るとおりとする。 

２ 附則別表の上欄の項目ごとに同表の中欄に掲げ

る業種に属する工場又は事業場に係る排出水 

 

（窒素又は燐
り ん

が海洋植物プランクトンの著しい増殖

をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩

素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリ

グラムを超えるものを含む。以下同じ。）及びこれ

に流入する公共用水域に排出されるものに限る。）

の汚染状態についての法第三条第一項の排水基準

は、平成三十年九月三十日までの間は、第一条の規

定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとお

りとする。 

 

 
附則別表 附則別表 

項目 業種 許容限度 項目 業種 許容限度 

窒素含有量 

（単位 一

リットルに

つきミリグ

ラム） 

天然ガス鉱業 一六〇（日間

平均一五〇） 

窒素含有量 

（単位 一

リットルに

つきミリグ

ラム） 

天然ガス鉱業 一六〇（日間

平均一五〇） 

畜産農業（令別表第一

第一号の二イに掲げる

施設を有するものに限

る。） 

一三〇（日間

平均一一〇）  

畜産農業（令別表第一

第一号の二イに掲げる

施設を有するものに限

る。） 

一七〇（日間

平均一四〇）  

 
酸化コバルト製造業 三〇〇（日間

平均一〇〇）  

 
酸化コバルト製造業 四〇〇（日間

平均一二〇）   
バナジウム化合物製造

業及びモリブデン化合

物製造業（バナジウム

化合物又はモリブデン

化合物の塩析工程を有

するものに限る。） 

四一〇〇（日

間平均三一〇

〇）  

 バナジウム化合物製造

業及びモリブデン化合

物製造業（バナジウム

化合物又はモリブデン

化合物の塩析工程を有

するものに限る。） 

四二五〇（日

間平均三五〇

〇）  

燐含有量 

（単位 一

リットルに

つきミリグ

ラム） 

畜産農業（令別表第一

第一号の二イに掲げる

施設を有するものに限

る。） 

二二（日間平

均一八）  

燐含有量 

（単位 一

リットルに

つきミリグ

ラム） 

畜産農業（令別表第一

第一号の二イに掲げる

施設を有するものに限

る。） 

二五（日間平

均二〇）  

備考 （略） 備考 （略） 

附 則 

 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 

  



別紙 No.3 経済産業省令 第五十四号 

 計量法（平成四年法律第五十一号）の規定に基づき、計量法施行規則の一部を改正する省令を次のように定め

る。 

   平成三十年九月六日     経済産業大臣 世耕 弘成 

 

 計量法施行規則の一部を改正する省令 

 計量法施行規則（平成五年通商産業省令第六十九号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定

の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲

げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ

ていないものは、これを加える。 

       改正後               改正前        

 （登録の基準）  （登録の基準） 

第四十一条 法第百九条第一号の経済産業省令で

定める基準は、次のとおりとする。 

第四十一条 法第百九条第一号の経済産業省令で定める

基準は、次のとおりとする。 

 一 別表第四の第一欄に掲げる事業の区分（第

二号又は第三号に該当する場合を除く。）にあっ

ては、同表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、

同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、

機械又は装置を、それぞれ同表の第三欄に掲げる

数以上保有していること。ただし、経済産業大臣

が別に定める場合に該当する場合は、この限りで

ない。 

 一 計量証明に使用する器具、機械又は装置（第二号

又は第三号に掲げるものを除く。）が、別表第四の第一

欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特

定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、

同表の第三欄に掲げる数以上であること。 

 二 ［略］  二 ［略］ 

 三 別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分

にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器そ

の他の器具、機械又は装置をそれぞれ同表の第三

欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経

済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、

この限りでない。 

 三 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、別表

第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表

の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装

置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上である

こと。 

 （登録に係る区分）  （登録に係る区分） 

第九十条 法第百四十三条第一項の登録に係る物

象の状態の量は法第二条第一項第一号及び第二号

に掲げるものとし、次のとおり区分する。なお、

区分の名称については、機構が別に定める。 

第九十条 法第百四十三条第一項の登録に係る物象の状

態の量は法第二条第一項第一号及び第二号に掲げるもの

とし、次のとおり区分する。なお、区分の名称について

は、機構が別に定める。 

 一～七 ［略］  一～七 ［略］ 

 八 速さ  ［新設］ 

 八～二十四 ［略］  九～二十五 ［略］ 

 
別表第一（第五条、第十三条関係） 別表第一（第五条、第十三条関係）  

事業の区

分 

事業の区

分の略称 

検査のための器

具、機械又は装

置 

 
事業の区

分 

事業の

区分の

略称 

検査のための器

具、機械又は装置 

一～二

十七 

［略］ ［略］ ［略］ 一～二十

七 

［略］ ［略］ ［略］ 

二十八 アネロイ

ド型血圧

計のう

ち、検出

部が電気

式のもの

を製造す

る事業 

［略］ 次のいずれかの

設備 

一・二 ［略］ 

三 血圧計用基

準圧力計 

二十八 アネロイ

ド型血圧

計のう

ち、検出

部が電気

式のもの

を製造す

る事業 

［略］ 次のいずれかの設

備 

一・二 ［略］ 

［新設］ 

二十九 アネロイ

ド型血圧

［略］ 
 

二十九 アネロイ

ド型血圧

［略］ 
 



計のう

ち、検出

部が電気

式のもの

以外のも

のを製造

する事業 

計のう

ち、検出

部が電気

式のもの

以外のも

のを製造

する事業 

三十～

四十六 

［略］ ［略］ ［略］ 三十～四

十六 

［略］ ［略］ ［略］ 

 
別表第四（第三十八条、第四十条、第四十一条、第四

十二条、第四十三条、第四十四条の二関係） 

別表第四（第三十八条、第四十条、第四十一条、第四

十二条、第四十三条、第四十四条の二関係） 

事 業 の 

区 分 

特定計量器その他の器

具、機械又は装置 

数 量 計量士 事 業 

の 区 

分 

特定計量器その他の器

具、機械又は装置 

数 量 計

量

士 

一～四 

［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 一～四 

［略］ 

［略］ ［略］ ［

略

］ 

五 熱量 イ ［略］ ［略］ 
 

五 熱

量 

イ ［略］ ［略］ 
 

 
ロ 非自動はかり（経

済産業大臣が別に定め

るものに限る。） 

［略］ 
  

ロ 非自動はかり（ひょ

う量が百グラム以上であ

って感量が一ミリグラム

以下のものに限る。） 

［略］ 
 

 
ハ ［略］ ［略］ 

  
ハ ［略］ ［略］ 

 

六 

濃度 

 
イ ［略］ ［略］ ［略］ 六 濃

度 

 
イ ［略］ ［略］ ［

略

］ 

大気

中の

物質

の濃

度に

係る

事業 

ロ 非自動はかり（経

済産業大臣が別に定め

るものに限る。） 

［略］ 
 

大気中

の物質

の濃度

に係る

事業 

 
ロ 非自動はかり

（ひょう量が百グラ

ム以上であって感量

が一ミリグラム以下

のものに限る。） 

［略］ 
 

  
ハ イオン交換式、逆

浸透膜式若しくは蒸留

式の純水製造装置又は

純水 

［略］ 
   

ハ イオン交換式若

しくは蒸留式の純水

製造装置又は純水 

［略］ 
 

  
ニ 対象物質の分析方

法に応じ必要となる排

ガス処理のための装置

（経済産業大臣が別に

定めるものに限る。） 

［略］ 
   

ニ 対象物質の分析

方法に応じ必要とな

る排ガス処理のため

の装置（有害物質の

排出を防ぐことがで

きる性能を有するも

のに限る。） 

［略］ 
 

  
ホ 対象物質の分析方

法に応じ必要となる排

水処理のための装置

（経済産業大臣が別に

定めるものに限る。） 

［略］ 
    

ホ 対象物質

の分析方法に

応じ必要とな

る排水処理の

ための装置

（有害物質の

排出を防ぐこ

とができる性

［

略

］ 



能を有するも

のに限る。）   
ヘ 温度計（経済産業

大臣が別に定めるもの

に限る。） 

［略］ 
    

ヘ 温度計

（計量範囲が

零度から五百

度よりも広い

ものであっ

て、目量が二

度以下のもの

に限る。） 

［

略

］ 

  
ト ガスメーター（経

済産業大臣が別に定め

るものに限る。）又は

流量計（気体を吸引す

る機能を有する装置に

内蔵されたものを含

む。） 

［略］ 
    

ト ガスメー

ター（一時間

当たりの使用

最大流量が三

百リットルま

での範囲の流

量を計測する

ことができる

ものに限

る。） 

［

略

］ 

  
チ Ｕ字型

マノメータ

ー、傾斜型

マノメータ

ー若しくは

その他の差

圧計及びピ

トー管式流

速計又は熱

線式流速計 

［略］ 
    

チ Ｕ字型マノメー

ター又は傾斜型マノ

メーター 

［略］ 
 

  
［削る］ ［削る］ 

    
リ ピトー管式流速

計又は熱線式流速計 

一  
 

  
リ 気体を

吸引する機

能を有する

装置 

［略］ 
    

ヌ 吸引装置（気体

を吸引できるものに

限る。） 

［略］ 
 

 
水

又

は

土

壌

中

の

物

質

の

濃

度

に

係

る

事

業 

イ ［略］ ［略］ 
   

水

又

は

土

壌

中

の

物

質

の

濃

度

に

係

る

事

業 

イ ［略］ ［略］ 
 

 
ロ 非自動

はかり（経

済産業大臣

が別に定め

るものに限

る。） 

［略］ 
   

ロ 非自動はかり

（ひょう量が百グラ

ム以上であって感量

が一ミリグラム以下

のものに限る。） 

［略］ 
 

  
ハ イオン

交換式、逆

浸透膜式若

［略］ 
    

ハ イオン交換式若

しくは蒸留式の純水

製造装置又は純水 

［略］ 
 



しくは蒸留

式の純水製

造装置又は

純水   
ニ 対象物

質の分析方

法に応じ必

要となる排

ガス処理の

ための装置

（経済産業

大臣が別に

定めるもの

に限る。） 

［略］ 
    

ニ 対象物質の分析

方法に応じ必要とな

る排ガス処理のため

の装置（有害物質の

排出を防ぐことがで

きる性能を有するも

のに限る。） 

［略］ 
 

  
ホ 対象物

質の分析方

法に応じ必

要となる排

水処理のた

めの装置

（経済産業

大臣が別に

定めるもの

に限る。） 

［略］ 
    

ホ 対象物質の分析

方法に応じ必要とな

る排水処理のための

装置（有害物質の排

出を防ぐことができ

る性能を有するもの

に限る。） 

［略］ 
 

  
ヘ・ト 

［略］ 

［略］ 
    

ヘ・ト ［略］ ［略］ 
 

 
六

の

二 

特

定

濃

度 

大気

中の

ダイ

オキ

シン

類の

濃度

に係

る事

業 

イ 

［略］ 

［略］ ［略

］ 

 
六の

二 

特定

濃度 

大

気

中

の

ダ

イ

オ

キ

シ

ン

類

の

濃

度

に

係

る

事

業 

イ ［略］ ［略］ ［

略

］ 

ロ 非自

動はかり

（経済産

業大臣が

別に定め

るものに

限る。） 

［略］ 
  

ロ 非自動はかり

（ひょう量が百グラ

ム以上であって感量

が一ミリグラム以下

のものに限る。） 

［略］ 
 

  
ハ イオ

ン交換

式、逆浸

透膜式若

しくは蒸

留式の純

水製造装

置又は純

水 

［略］ 
    

ハ イオン交換式若

しくは蒸留式の純水

製造装置又は純水 

［略］ 
 



  
ニ 対象

物質の分

析方法に

応じ必要

となる排

ガス処理

のための

装置（経

済産業大

臣が別に

定めるも

のに限

る。） 

［略］ 
    

ニ 対象物質の分析

方法に応じ必要とな

る排ガス処理のため

の装置（有害物質の

排出を防ぐことがで

きる性能を有するも

のに限る。） 

［略］ 
 

  
ホ 対象物

質の分析方

法に応じ必

要となる排

水処理のた

めの装置

（経済産業

大臣が別に

定めるもの

に限る。） 

［略］ 
    

ホ 対象物質の分析

方法に応じ必要とな

る排水処理のための

装置（有害物質の排

出を防ぐことができ

る性能を有するもの

に限る。） 

［略］ 
 

  
ヘ 温度計

（経済産業

大臣が別に

定めるもの

に限る。） 

［略］ 
    

ヘ 温度計（計量範

囲が零度から五百度

よりも広いものであ

って、目量が二度以

下のものに限る。） 

［略］ 
 

  
ト ガスメ

ーター（経

済産業大臣

が別に定め

るものに限

る。）又は

流量計（気

体を吸引す

る機能を有

する装置に

内蔵された

ものを含

む。） 

［略］ 
    

ト ガスメーター

（一時間当たりの使

用最大流量が三百リ

ットルまでの範囲の

流量を計測すること

ができるものに限

る。） 

［略］ 
 

  
チ Ｕ字型

マノメータ

ー、傾斜型

マノメータ

ー若しくは

その他の差

圧計及びピ

トー管式流

速計又は熱

線式流速計 

［略］ 
    

チ Ｕ字型マノメー

ター又は傾斜型マノ

メーター 

［略］ 
 

  
［削る］ ［削る］ 

    
リ ピトー管式流速

計又は熱線式流速計 

一  
 

  
リ 気体を

吸引する機

［略］ 
    

ヌ 吸引装置（気体

を吸引できるものに

限る。） 

［略］ 
 



能を有する

装置 

  
水又

は土

壌中

のダ

イオ

キシ

ン類

の濃

度に

係る

事業 

イ ［略］ ［略］ ［削

る］ 

  
水

又

は

土

壌

中

の

ダ

イ

オ

キ

シ

ン

類

の

濃

度

に

係

る

事

業 

イ ［略］ ［略］ 環境計

量士

（濃度

関係）

であっ

て対象

物質の

濃度に

関する

実務に

一年以

上従事

してい

る者又

はこれ

と同等

以上の

経験を

有して

いると

経済産

業大臣

が認め

た者  

 
ロ 非自動

はかり（経

済産業大臣

が別に定め

るものに限

る。） 

［略］ 
   

ロ 非自動は

かり（ひょう

量が百グラム

以上であって

感量が一ミリ

グラム以下の

ものに限

る。） 

［略］ 

 
ハ イオン

交換式、逆

浸透膜式若

しくは蒸留

式の純水製

造装置又は

純水 

［略］ 
   

ハ イオン交

換式若しくは

蒸留式の純水

製造装置又は

純水 

［略］ 

  
ニ 対象物

質の分析方

法に応じ必

要となる排

ガス処理の

ための装置

（経済産業

大臣が別に

定めるもの

に限る。） 

［略］ 
    

ニ 対象物質

の分析方法に

応じ必要とな

る排ガス処理

のための装置

（有害物質の

排出を防ぐこ

とができる性

能を有するも

のに限る。） 

［略］ 

  
ホ 対象物

質の分析方

法に応じ必

要となる排

水処理のた

めの装置

（経済産業

大臣が別に

［略］ 
    

ホ 対象物質

の分析方法に

応じ必要とな

る排水処理の

ための装置

（有害物質の

排出を防ぐこ

とができる性

［略］ 
 



定めるもの

に限る。） 

能を有するも

のに限る。） 

七 音圧

レベル 

イ・ロ 

［略］ 

［略］ ［略］ 
 

七 音圧

レベル 

イ・ロ 

［略］ 

［略］ ［略］ 

 
ハ 音圧レ

ベル校正器

（経済産業

大臣が別に

定めるもの

に限る。） 

［略］ 
  

ハ 音圧レベ

ル校正器（発

生する周波数

が二百五十ヘ

ルツ以上であ

って、〇・五

デシベル以上

の精度で校正

できるものに

限る。） 

［略］ 
 

  
ニ レベルレコー

ダー又はこれと同

等の機能を有する

装置若しくはソフ

トウェア（経済産

業大臣が別に定め

るものに限る。） 

［略］ 
   

ニ レベルレコー

ダー（三十一・五

ヘルツから八千ヘ

ルツまでの周波数

範囲において、記

録できるレベル範

囲が五十デシベル

以上のものに限

る。） 

［略］ 
 

 
ホ オクターブバ

ンド分析器又はこ

れと同等以上の性

能を有する周波数

分析器若しくはソ

フトウェア（経済

産業大臣が別に定

めるものに限

る。） 

［略］ 
   

ホ オクターブバ

ンド分析器又はこ

れと同じ若しくは

より高い性能を有

する周波数分析器

（三十一・五ヘル

ツから八千ヘルツ

までの範囲の周波

数を分析できるも

のに限る。） 

［略］ 
 

   
ヘ 三分の一オ

クターブバンド

分析器又はこれ

と同等以上の性

能を有する周波

数分析器若しく

はソフトウェア

（経済産業大臣

が別に定めるも

のに限る。） 

［略］ 
    

ヘ 三分の一オ

クターブバンド

分析器又はこれ

と同じ若しくは

より高い性能を

有する周波数分

析器（二十ヘル

ツから一万二千

五百ヘルツまで

の範囲の周波数

を分析できるも

のに限る。） 

［略］ 
  



  
ト データレコ

ーダー又はこれ

と同等の機能を

有する装置若し

くはソフトウェ

ア（経済産業大

臣が別に定める

ものに限る。） 

［略］ 
    

ト データレコ

ーダー（五十ヘ

ルツから八千ヘ

ルツまでの周波

数範囲におい

て、五十デシベ

ル以上のレベル

範囲で、正負一

デシベル以内の

偏差で記録でき

るものに限

る。） 

［略］ 
  

 
八 振動

加速度レ

ベル 

イ ［略］ ［略］ 
   

八 振動

加速度レ

ベル 

イ ［略］ ［略］ 
  

  
ロ レベルレコ

ーダー又はこれ

と同等の機能を

有する装置若し

くはソフトウェ

ア（経済産業大

臣が別に定める

ものに限る。） 

［略］ 
    

ロ レベルレコ

ーダー（一ヘル

ツから八十ヘル

ツまでの周波数

範囲において、

記録できるレベ

ル範囲が五十デ

シベル以上のも

のに限る。） 

［略］ 
  

  
ハ 三分の一オ

クターブバンド

分析器又はこれ

と同等以上の性

能を有する周波

数分析器若しく

はソフトウェア

（経済産業大臣

が別に定めるも

のに限る。） 

［略］ 
    

ハ 三分の一オ

クターブバンド

分析器又はこれ

と同じ若しくは

より高い性能を

有する周波数分

析器（一ヘルツ

から八十ヘルツ

までの範囲の周

波数を分析でき

るものに限

る。） 

［略］ 
  

  
ニ データレコ

ーダー又はこれ

と同等の機能を

有する装置若し

くはソフトウェ

ア（経済産業大

［略］ 
    

ニ データレコ

ーダー（一ヘル

ツから八十ヘル

ツまでの周波数

範囲において、

四十五デシベル

［略］ 
  



臣が別に定める

ものに限る。） 

以上のレベル範

囲で、正負一デ

シベル以内の偏

差で記録できる

ものに限る。） 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第一条 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。ただし、第九十条の改正規定は、公布の日から施行

する。 

 （音圧レベル校正器に係る経過措置） 

第二条 この省令による改正前の計量法施行規則別表第四第七号ハの音圧レベル校正器は、平成四十四年十月三

十一日までは、この省令による改正後の計量法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

 

  



別紙 No. 4 経済産業省令 第五十五号 

 計量法（平成四年法律第五十一号）の規定に基づき、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令を次のよ

うに定める。 

   平成三十年九月六日    経済産業大臣 世耕 弘成    

 

  特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令 

 特定計量器検定検査規則（平成五年通商産業省令第七十号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定

の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲

げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ

ていないものは、これを加える。 

       改正後               改正前        

目次 目次 

 第一章 総則  第一章 総則 

  第一節 用語等（第一条・第二条）   第一節 用語等（第一条・第二条） 

  第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置

検査 

  第二節 検定、変成器付電気計器検査及び装置

検査 

   第一款 申請等（第三条－第五条）    第一款 申請等（第三条－第五条） 

   第二款 合格条件（第六条－第二十二条）    第二款 合格条件（第六条－第二十二条） 

   第三款 検定証印、合番号及び装置検査証印

（第二十三条－第二十九条） 

   第三款 検定証印、合番号及び装置検査証印

（第二十三条－第二十九条） 

  第三節 型式の承認   第三節 型式の承認 

   第一款 申請等（第三十条－第三十四条）    第一款 申請等（第三十条－第三十四条） 

   第二款 型式承認表示（第三十五条・第三十

六条） 

   第二款 型式承認表示（第三十五条・第三十

六条） 

  第四節 定期検査   第四節 定期検査 

   第一款 事前調査等（第三十七条－第四十二

条） 

   第一款 事前調査等（第三十七条－第四十二

条） 

   第二款 定期検査の合格条件（第四十三条－

第四十七条） 

   第二款 定期検査の合格条件（第四十三条－

第四十七条 

   第三款 定期検査済証印等（第四十八条・第

四十九条） 

   第三款 定期検査済証印等（第四十八条・第

四十九条） 

  第五節 計量証明検査   第五節 計量証明検査 

   第一款 申請等（第五十条）    第一款 申請等（第五十条） 

   第二款 計量証明検査の合格条件（第五十一

条－第五十五条） 

   第二款 計量証明検査の合格条件（第五十一

条－第五十五条） 

   第三款 計量証明検査済証印等（第五十六

条・第五十七条） 

   第三款 計量証明検査証印等（第五十六条・

第五十七条） 

  第六節 計量士による検査   第六節 計量士による検査 

   第一款 定期検査に代わる計量士による検査

（第五十八条－第六十一条） 

   第一款 定期検査に代わる計量士による検査

（第五十八条－第六十一条） 

   第二款 計量証明検査に代わる計量士による

検査（第六十二条・第六十三条） 

   第二款 計量証明検査に代わる計量士による

検査（第六十二条・第六十三条） 

  第七節 特定計量器の立入検査等（第六十四条

－第七十条） 

  第七節 特定計量器の立入検査等（第六十四条

－第七十条） 

  第八節 雑則（第七十一条－第七十四条の三）   第八節 雑則（第七十一条－第七十四条の三） 

 第二章 タクシーメーター  第二章 タクシーメーター 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第七十五条－第七十七

条） 

    第一目 表記事項（第七十五条－第七十七

条） 

    第二目 性能（第七十八条－第九十三条）     第二目 性能（第七十八条－第九十三条） 

   第二款 検定公差（第九十四条）    第二款 検定公差（第九十四条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 



    第一目 構造検定の方法（第九十五条－第

百三条） 

    第一目 構造検定の方法（第九十五条－第

百三条） 

    第二目 器差検定の方法（第百四条－第百

七条） 

    第二目 器差検定の方法（第百四条－第百

七条） 

  第二節 装置検査   第二節 装置検査 

   第一款 装置検査の合格条件（第百八条）    第一款 装置検査の合格条件（第百八条） 

   第二款 装置検査の方法（第百九条）    第二款 装置検査の方法（第百九条） 

  第三節 使用中検査   第三節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第百十

条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第百十

条） 

   第二款 使用公差（第百十一条）    第二款 使用公差（第百十一条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第百十

二条－第百十四条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第百十

二条－第百十四条） 

    第二目 器差検査の方法（第百十五条）     第二目 器差検査の方法（第百十五条） 

   第四款 車両等装置用計量器の使用中検査

（第百十六条・第百十七条） 

   第四款 車両等装置用計量器の使用中検査

（第百十六条・第百十七条） 

 第三章 質量計  第三章 質量計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第百十八条－第百二十

三条） 

    第一目 表記事項（第百十八条－第百二十

三条） 

    第二目 材質（第百二十四条－第百二十六

条） 

    第二目 材質（第百二十四条－第百二十六

条） 

    第三目 性能（第百二十七条－第百八十一

条） 

    第三目 性能（第百二十七条－第百八十一

条） 

   第二款 検定公差（第百八十二条）    第二款 検定公差（第百八十二条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第百八十三条－

第二百三条） 

    第一目 構造検定の方法（第百八十三条－

第二百三条） 

    第二目 器差検定の方法（第二百四条－第

二百十条） 

    第二目 器差検定の方法（第二百四条－第

二百十条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第二百十

一条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第二百十

一条・二百十一条の二） 

   第二款 使用公差（第二百十二条）    第二款 使用公差（第二百十二条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第二百

十三条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第二百

十三条） 

    第二目 器差検査の方法（第二百十四条）     第二目 器差検査の方法（第二百十四条） 

 第四章 温度計  第四章 温度計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第二百十五条－第二百

十九条） 

    第一目 表記事項（第二百十五条－第二百

十九条） 

    第二目 材質（第二百二十条・第二百二十

一条） 

    第二目 材質（第二百二十条－第二百二十

一条） 

    第三目 性能（第二百二十二条－第二百五

十四条） 

    第三目 性能（第二百二十二条－第二百五

十四条） 

   第二款 検定公差（第二百五十五条）    第二款 検定公差（第二百五十五条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第二百五十六条

－第二百七十一条） 

    第一目 構造検定の方法（第二百五十六条

－第二百七十一条） 

    第二目 器差検定の方法（第二百七十二条

－第二百八十一条） 

    第二目 器差検定の方法（第二百七十二条

－第二百八十一条） 



  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第二百八

十二条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第二百八

十二条・第二百八十二条の二） 

   第二款 使用公差（第二百八十三条）    第二款 使用公差（第二百八十三条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第二百

八十四条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第二百

八十四条） 

 第五章 皮革面積計  第五章 皮革面積計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第二百八十五条）     第一目 表記事項（第二百八十五条） 

    第二目 性能（第二百八十六条－第二百九

十二条） 

    第二目 性能（第二百八十六条－第二百九

十二条） 

   第二款 検定公差（第二百九十三条）   第二款 検定公差（第二百九十三条） 

   第三款 検定の方法   第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第二百九十四条

－第二百九十六条） 

    第一目 構造検定の方法（第二百九十四条

－第二百九十六条） 

    第二目 器差検定の方法（第二百九十七

条・第二百九十八条） 

    第二目 器差検定の方法（第二百九十七

条・第二百九十八条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第二百九

十九条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第二百九

十九条） 

   第二款 使用公差（第三百条）    第二款 使用公差（第三百条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

一条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

一条） 

    第二目 器差検査の方法（第三百二条）     第二目 器差検査の方法（第三百二条） 

 第六章 水道メーター  第六章 水道メーター 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第三百三条・第三百四

条） 

    第一目 表記事項（第三百三条・第三百四

条） 

    第二目 性能（第三百五条－第三百二十四

条） 

    第二目 性能（第三百五条－第三百二十四

条） 

   第二款 検定公差（第三百二十五条）    第二款 検定公差（第三百二十五条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第三百二十六条

－第三百三十二条） 

    第一目 構造検定の方法（第三百二十六条

－第三百三十二条） 

    第二目 器差検定の方法（第三百三十三

条・第三百三十四条） 

    第二目 器差検定の方法（第三百三十三

条・第三百三十四条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第三百三

十五条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第三百三

十五条） 

   第二款 使用公差（第三百三十六条）    第二款 使用公差（第三百三十六条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

三十七条・第三百三十八条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

三十七条・第三百三十八条） 

    第二目 器差検査の方法（第三百三十九

条） 

    第二目 器差検査の方法（第三百三十九

条） 

 第七章 温水メーター  第七章 温水メーター 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第三百四十条）     第一目 表記事項（第三百四十条） 

    第二目 性能（第三百四十一条－第三百四

十六条） 

    第二目 性能（第三百四十一条－第三百四

十六条） 



   第二款 検定公差（第三百四十七条）    第二款 検定公差（第三百四十七条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第三百四十八

条・第三百四十九条） 

    第一目 構造検定の方法（第三百四十八

条・第三百四十九条） 

    第二目 器差検定の方法（第三百五十条・

第三百五十一条） 

    第二目 器差検定の方法（第三百五十条・

第三百五十一条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第三百五

十二条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第三百五

十二条） 

   第二款 使用公差（第三百五十三条）    第二款 使用公差（第三百五十三条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

五十四条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

五十四条） 

    第二目 器差検査の方法（第三百五十五

条） 

    第二目 器差検査の方法（第三百五十五

条） 

 第八章 燃料油メーター（第三百五十六条）  第八章 燃料油メーター（第三百五十六条－第三

百九十六条の二） 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第三百五十七条）     第一目 表記事項（第三百五十七条・第三

百五十七条の二） 

    第二目 性能（第三百五十八条－第三百八

十三条） 

    第二目 性能（第三百五十八条－第三百八

十三条） 

   第二款 検定公差（第三百八十四条）    第二款 検定公差（第三百八十四条・第三百

八十四条の二） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第三百八十五条

－第三百九十一条） 

    第一目 構造検定の方法（第三百八十五条

－第三百九十一条） 

    第二目 器差検定の方法（第三百九十二

条） 

    第二目 器差検定の方法（第三百九十二

条・第三百九十二条の二） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第三百九

十三条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第三百九

十三条） 

   第二款 使用公差（第三百九十四条）    第二款 使用公差（第三百九十四条・第三百

九十四条の二） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

九十五条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第三百

九十五条・第三百九十五条の二） 

    第二目 器差検査の方法（第三百九十六

条） 

    第二目 器差検査の方法（第三百九十六

条・第三百九十六条の二） 

 第九章 液化石油ガスメーター  第九章 液化石油ガスメーター 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第三百九十七条）     第一目 表記事項（第三百九十七条） 

    第二目 性能（第三百九十八条－第四百二

十一条） 

    第二目 性能（第三百九十八条－第四百二

十一条） 

   第二款 検定公差（第四百二十二条）    第二款 検定公差（第四百二十二条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第四百二十三条

－第四百二十九条） 

    第一目 構造検定の方法（第四百二十三条

－第四百二十九条） 

    第二目 器差検定の方法（第四百三十条）     第二目 器差検定の方法（第四百三十条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第四百三

十一条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第四百三

十一条） 

   第二款 使用公差（第四百三十二条）    第二款 使用公差（第四百三十二条） 



   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第四百

三十三条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第四百

三十三条） 

    第二目 器差検査の方法（第四百三十四

条） 

    第二目 器差検査の方法（第四百三十四

条） 

 第十章 ガスメーター  第十章 ガスメーター 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第四百三十五条）     第一目 表記事項（第四百三十五条） 

    第二目 材質（第四百三十六条）     第二目 材質（第四百三十六条） 

    第三目 性能（第四百三十七条－第四百五

十六条） 

    第三目 性能（第四百三十七条－第四百五

十六条） 

   第二款 検定公差（第四百五十七条）    第二款 検定公差（第四百五十七条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第四百五十八条

－第四百六十七条） 

    第一目 構造検定の方法（第四百五十八条

－第四百六十七条） 

    第二目 器差検定の方法（第四百六十八条

－第四百七十一条） 

    第二目 器差検定の方法（第四百六十八条

－第四百七十一条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第四百七

十二条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第四百七

十二条） 

   第二款 使用公差（第四百七十三条）    第二款 使用公差（第四百七十三条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第四百

七十四条・第四百七十五条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第四百

七十四条・第四百七十五条） 

    第二目 器差検査の方法（第四百七十六

条） 

    第二目 器差検査の方法（第四百七十六

条） 

 第十一章 量器用尺付タンク  第十一章 量器用尺付タンク 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第四百七十七条・第四

百七十八条） 

    第一目 表記事項（第四百七十七条・第四

百七十八条） 

    第二目 材質（第四百七十九条）     第二目 材質（第四百七十九条） 

    第三目 性能（第四百八十条－第四百八十

六条） 

    第三目 性能（第四百八十条－第四百八十

六条） 

   第二款 検定公差（第四百八十七条）    第二款 検定公差（第四百八十七条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第四百八十八

条・第四百八十九条） 

    第一目 構造検定の方法（第四百八十八

条・第四百八十九条） 

    第二目 器差検定の方法（第四百九十条）     第二目 器差検定の方法（第四百九十条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第四百九

十一条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第四百九

十一条） 

   第二款 使用公差（第四百九十二条）    第二款 使用公差（第四百九十二条） 

   第三款 使用中検査の方法（第四百九十三

条） 

   第三款 使用中検査の方法（第四百九十三

条） 

 第十二章 密度浮ひょう  第十二章 密度浮ひょう 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第四百九十四条）     第一目 表記事項（第四百九十四条） 

    第二目 材質（第四百九十五条）     第二目 材質（第四百九十五条） 

    第三目 性能（第四百九十六条－第五百五

条） 

    第三目 性能（第四百九十六条－第五百五

条） 

   第二款 検定公差（第五百六条）    第二款 検定公差（第五百六条） 



   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第五百七条－第

五百十三条） 

    第一目 構造検定の方法（第五百七条－第

五百十三条） 

    第二目 器差検定の方法（第五百十四条－

第五百十九条） 

    第二目 器差検定の方法（第五百十四条－

第五百十九条） 

 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第五百二

十条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第五百二

十条） 

   第二款 使用公差（第五百二十一条）    第二款 使用公差（第五百二十一条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第五百

二十二条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第五百

二十二条） 

    第二目 器差検査の方法（第五百二十三

条・第五百二十四条） 

    第二目 器差検査の方法（第五百二十三

条・第五百二十四条） 

 第十三章 アネロイド型圧力計  第十三章 アネロイド型圧力計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第五百二十五条・第五

百二十六条） 

    第一目 表記事項（第五百二十五条・第五

百二十六条） 

    第二目 性能（第五百二十七条－第五百三

十六条） 

    第二目 性能（第五百二十七条－第五百三

十六条） 

   第二款 検定公差（第五百三十七条）    第二款 検定公差（第五百三十七条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第五百三十八条

－第五百四十三条） 

    第一目 構造検定の方法（第五百三十八条

－第五百四十三条） 

    第二目 器差検定の方法（第五百四十四条

－第五百四十六条） 

    第二目 器差検定の方法（第五百四十四条

－第五百四十六条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第五百四

十七条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第五百四

十七条） 

   第二款 使用公差（第五百四十八条）    第二款 使用公差（第五百四十八条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第五百

四十九条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第五百

四十九条） 

    第二目 器差検査の方法（第五百四十九条

の二） 

    第二目 器差検査の方法（第五百四十九条

の二） 

 第十四章 アネロイド型血圧計  第十四章 アネロイド型血圧計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第五百五十条）     第一目 表記事項（第五百五十条・第五百

五十条の二） 

    第二目 性能（第五百五十一条－第五百六

十三条） 

    第二目 性能（第五百五十一条－第五百六

十三条） 

   第二款 検定公差（第五百六十四条）    第二款 検定公差（第五百六十四条・第五百

六十四条の二） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第五百六十五条

－第五百七十二条） 

    第一目 構造検定の方法（第五百六十五条

－第五百七十二条） 

    第二目 器差検定の方法（第五百七十三

条） 

    第二目 器差検定の方法（第五百七十三

条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第五百七

十四条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第五百七

十四条・第五百七十四条の二） 



   第二款 使用公差（第五百七十五条）    第二款 使用公差（第五百七十五条・第五百

七十五条の二） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第五百

七十六条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第五百

七十六条） 

    第二目 器差検査の方法（第五百七十七

条） 

    第二目 器差検査の方法（第五百七十七

条） 

 第十五章 削除  第十五章 削除 

 第十六章 削除  第十六章 削除 

 第十七章 積算熱量計（第六百十九条）  第十七章 積算熱量計（第六百十九条－第六百五

十五条） 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第六百二十条）     第一目 表記事項（第六百二十条） 

    第二目 性能（第六百二十一条－第六百三

十六条） 

    第二目 性能（第六百二十一条－第六百三

十六条） 

   第二款 検定公差（第六百三十七条）    第二款 検定公差（第六百三十七条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第六百三十八条

－第六百四十三条） 

    第一目 構造検定の方法（第六百三十八条

－第六百四十三条） 

    第二目 器差検定の方法（第六百四十四条

－第六百四十八条） 

    第二目 器差検定の方法（第六百四十四条

－第六百四十八条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第六百四

十九条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第六百四

十九条） 

   第二款 使用公差（第六百五十条）    第二款 使用公差（第六百五十条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第六百

五十一条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第六百

五十一条） 

    第二目 器差検査の方法（第六百五十二条

－第六百五十五条） 

    第二目 器差検査の方法（第六百五十二条

－第六百五十五条） 

 第十八章 最大需要電力計、電力量計及び無効電

力量計 

 第十八章 最大需要電力計、電力量計及び無効電

力量計 

  第一節 最大需要電力計の検定   第一節 最大需要電力計の検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第六百五十六条）     第一目 表記事項（第六百五十六条） 

    第二目 性能（第六百五十七条－第六百七

十九条） 

    第二目 性能（第六百五十七条－第六百七

十九条） 

   第二款 検定公差（第六百八十条）    第二款 検定公差（第六百八十条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第六百八十一条

－第七百五条） 

    第一目 構造検定の方法（第六百八十一条

－第七百五条） 

    第二目 器差検定の方法（第七百六条）     第二目 器差検定の方法（第七百六条） 

  第二節 最大需要電力計の使用中検査   第二節 最大需要電力計の使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第七百七

条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第七百七

条） 

   第二款 使用公差（第七百八条）    第二款 使用公差（第七百八条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第七百

九条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第七百

九条） 

    第二目 器差検査の方法（第七百十条）     第二目 器差検査の方法（第七百十条） 

  第三節 電力量計及び無効電力量計の検定   第三節 電力量計及び無効電力量計の検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第七百十一条）     第一目 表記事項（第七百十一条） 



    第二目 性能（第七百十二条－第七百二十

三条） 

    第二目 性能（第七百十二条－第七百二十

三条） 

   第二款 検定公差（第七百二十四条）    第二款 検定公差（第七百二十四条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第七百二十五条

－第七百四十九条） 

    第一目 構造検定の方法（第七百二十五条

－第七百四十九条） 

    第二目 器差検定の方法（第七百五十条）     第二目 器差検定の方法（第七百五十条） 

  第四節 電力量計及び無効電力量計の使用中検

査 

  第四節 電力量計及び無効電力量計の使用中検

査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第七百五

十一条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第七百五

十一条） 

   第二款 使用公差（第七百五十二条）    第二款 使用公差（第七百五十二条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第七百

五十三条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第七百

五十三条） 

    第二目 器差検査の方法（第七百五十四

条） 

    第二目 器差検査の方法（第七百五十四

条） 

  第五節 変成器付電気計器検査   第五節 変成器付電気計器検査 

   第一款 変成器の構造及び誤差    第一款 変成器の構造及び誤差 

    第一目 表記事項（第七百五十五条）     第一目 表記事項（第七百五十五条） 

    第二目 性能（第七百五十六条－第七百六

十六条） 

    第二目 性能（第七百五十六条－第七百六

十六条） 

   第二款 公差（第七百六十七条）    第二款 公差（第七百六十七条） 

   第三款 検査の方法    第三款 検査の方法 

    第一目 変成器の構造及び誤差の検査の方

法（第七百六十八条－第七百七十七条） 

    第一目 変成器の構造及び誤差の検査の方

法（第七百六十八条－第七百七十七条） 

    第二目 公差の検査の方法（第七百七十八

条） 

    第二目 公差の検査の方法（第七百七十八

条） 

  第六節 変成器及び変成器とともに使用される

電気計器の使用中検査 

  第六節 変成器及び変成器とともに使用される

電気計器の使用中検査 

   第一款 使用中の変成器の構造及び誤差（第

七百七十九条・第七百八十条） 

   第一款 使用中の変成器の構造及び誤差（第

七百七十九条・第七百八十条） 

   第二款 使用中の公差（第七百八十一条）    第二款 使用中の公差（第七百八十一条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 変成器の構造及び誤差の検査の方

法（第七百八十二条） 

    第一目 変成器の構造及び誤差の検査の方

法（第七百八十二条） 

    第二目 使用中の公差の検査の方法（第七

百八十三条） 

    第二目 使用中の公差の検査の方法（第七

百八十三条） 

 第十九章 照度計  第十九章 照度計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第七百八十四条・第七

百八十五条） 

    第一目 表記事項（第七百八十四条・第七

百八十五条） 

    第二目 性能（第七百八十六条－第七百九

十七条） 

    第二目 性能（第七百八十六条－第七百九

十七条） 

   第二款 検定公差（第七百九十八条）    第二款 検定公差（第七百九十八条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第七百九十九条

－第八百八条） 

    第一目 構造検定の方法（第七百九十九条

－第八百八条） 

    第二目 器差検定の方法（第八百九条）     第二目 器差検定の方法（第八百九条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第八百十

条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第八百十

条） 

   第二款 使用公差（第八百十一条）    第二款 使用公差（第八百十一条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 



    第一目 性能に関する検査の方法（第八百

十二条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第八百

十二条） 

    第二目 器差検査の方法（第八百十三条）     第二目 器差検査の方法（第八百十三条） 

 第二十章 騒音計  第二十章 騒音計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第八百十四条・第八百

十五条） 

    第一目 表記事項（第八百十四条・第八百

十五条） 

    第二目 性能（第八百十六条－第八百三十

二条） 

    第二目 性能（第八百十六条－第八百三十

二条） 

   第二款 検定公差（第八百三十三条）    第二款 検定公差（第八百三十三条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第八百三十四条

－第八百四十四条） 

    第一目 構造検定の方法（第八百三十四条

－第八百四十四条） 

    第二目 器差検定の方法（第八百四十五

条） 

    第二目 器差検定の方法（第八百四十五

条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第八百四

十六条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第八百四

十六条） 

   第二款 使用公差（第八百四十七条）    第二款 使用公差（第八百四十七条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第八百

四十八条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第八百

四十八条） 

    第二目 器差検査の方法（第八百四十九

条） 

    第二目 器差検査の方法（第八百四十九

条） 

 第二十一章 振動レベル計  第二十一章 振動レベル計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第八百五十条）     第一目 表記事項（第八百五十条） 

    第二目 性能（第八百五十一条－第八百六

十四条） 

    第二目 性能（第八百五十一条－第八百六

十四条） 

   第二款 検定公差（第八百六十五条）    第二款 検定公差（第八百六十五条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第八百六十六条

－第八百七十六条） 

    第一目 構造検定の方法（第八百六十六条

－第八百七十六条） 

    第二目 器差検定の方法（第八百七十七

条） 

    第二目 器差検定の方法（第八百七十七

条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第八百七

十八条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第八百七

十八条） 

   第二款 使用公差（第八百七十九条）    第二款 使用公差（第八百七十九条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第八百

八十条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第八百

八十条） 

    第二目 器差検査の方法（第八百八十一

条） 

    第二目 器差検査の方法（第八百八十一

条） 

 第二十二章 ジルコニア式酸素濃度計等（第八百

八十二条） 

 第二十二章 ジルコニア式酸素濃度計等（第八百

八十二条－第九百十一条） 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第八百八十三条）     第一目 表記事項（第八百八十三条） 

    第二目 性能（第八百八十四条－第八百九

十五条） 

    第二目 性能（第八百八十四条－第八百九

十五条） 

   第二款 検定公差（第八百九十六条）    第二款 検定公差（第八百九十六条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 



    第一目 構造検定の方法（第八百九十七条

－第九百六条） 

    第一目 構造検定の方法（第八百九十七条

－第九百六条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百七条）     第二目 器差検定の方法（第九百七条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百八

条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百八

条） 

   第二款 使用公差（第九百九条）    第二款 使用公差（第九百九条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

十条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

十条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百十一条）     第二目 器差検査の方法（第九百十一条） 

 第二十三章 ガラス電極式水素イオン濃度検出器  第二十三章 ガラス電極式水素イオン濃度検出器 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第九百十二条）     第一目 表記事項（第九百十二条） 

    第二目 材質（第九百十三条）     第二目 材質（第九百十三条） 

    第三目 性能（第九百十四条－第九百二十

二条） 

    第三目 性能（第九百十四条－第九百二十

二条） 

   第二款 検定公差（第九百二十三条）    第二款 検定公差（第九百二十三条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第九百二十四条

－第九百三十三条） 

    第一目 構造検定の方法（第九百二十四条

－第九百三十三条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百三十四

条・第九百三十五条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百三十四

条・第九百三十五条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百三

十六条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百三

十六条） 

   第二款 使用公差（第九百三十七条）    第二款 使用公差（第九百三十七条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

三十八条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

三十八条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百三十九

条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百三十九

条） 

 第二十四章 ガラス電極式水素イオン濃度指示計  第二十四章 ガラス電極式水素イオン濃度指示計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第九百四十条）     第一目 表記事項（第九百四十条） 

    第二目 性能（第九百四十一条－第九百五

十二条） 

    第二目 性能（第九百四十一条－第九百五

十二条） 

   第二款 検定公差（第九百五十三条）    第二款 検定公差（第九百五十三条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第九百五十四条

－第九百六十二条） 

    第一目 構造検定の方法（第九百五十四条

－第九百六十二条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百六十三

条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百六十三

条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百六

十四条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百六

十四条） 

   第二款 使用公差（第九百六十五条）    第二款 使用公差（第九百六十五条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

六十六条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

六十六条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百六十七

条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百六十七

条） 

 第二十五章 酒精度浮ひょう  第二十五章 酒精度浮ひょう 



  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第九百六十八条）     第一目 表記事項（第九百六十八条） 

    第二目 材質（第九百六十九条）     第二目 材質（第九百六十九条） 

    第三目 性能（第九百七十条－第九百七十

六条） 

    第三目 性能（第九百七十条－第九百七十

六条） 

   第二款 検定公差（第九百七十七条）    第二款 検定公差（第九百七十七条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第九百七十八条

－第九百八十二条） 

    第一目 構造検定の方法（第九百七十八条

－第九百八十二条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百八十三条

－第九百八十五条） 

    第二目 器差検定の方法（第九百八十三条

－第九百八十五条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百八

十六条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第九百八

十六条） 

   第二款 使用公差（第九百八十七条）    第二款 使用公差（第九百八十七条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

八十八条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第九百

八十八条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百八十九

条・第九百九十条） 

    第二目 器差検査の方法（第九百八十九

条・第九百九十条） 

  第三節 比較検査   第三節 酒精度浮ひょうの比較検査 

   第一款 通則（第九百九十一条－第九百九十

四条） 

   第一款 通則（第九百九十一条－第九百九十

四条） 

   第二款 構造（第九百九十五条・第九百九十

六条） 

   第二款 構造（第九百九十五条・第九百九十

六条） 

   第三款 比較検査公差（第九百九十七条・第

九百九十八条） 

   第三款 比較検査公差（第九百九十七条・第

九百九十八条） 

   第四款 比較検査の方法（第九百九十九条）    第四款 比較検査の方法（第九百九十九条） 

 第二十六章 浮ひょう型比重計  第二十六章 浮ひょう型比重計 

  第一節 検定   第一節 検定 

   第一款 構造に係る技術上の基準    第一款 構造に係る技術上の基準 

    第一目 表記事項（第千条）     第一目 表記事項（第千条） 

    第二目 材質（第千一条）     第二目 材質（第千一条） 

    第三目 性能（第千二条－第千九条）     第三目 性能（第千二条－第千九条） 

   第二款 検定公差（第千十条）    第二款 検定公差（第千十条） 

   第三款 検定の方法    第三款 検定の方法 

    第一目 構造検定の方法（第千十一条－第

千十六条） 

    第一目 構造検定の方法（第千十一条－第

千十六条） 

    第二目 器差検定の方法（第千十七条－第

千二十二条） 

    第二目 器差検定の方法（第千十七条－第

千二十二条） 

  第二節 使用中検査   第二節 使用中検査 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第千二十

三条） 

   第一款 性能に係る技術上の基準（第千二十

三条） 

   第二款 使用公差（第千二十四条）    第二款 使用公差（第千二十四条） 

   第三款 使用中検査の方法    第三款 使用中検査の方法 

    第一目 性能に関する検査の方法（第千二

十五条） 

    第一目 性能に関する検査の方法（第千二

十五条） 

    第二目 器差検査の方法（第千二十六条）     第二目 器差検査の方法（第千二十六条） 

 附則  附則 

  ［削る］   第一章 通則（第一条・第二条） 

  ［削る］   第二章 合格条件（第三条－第七条） 

  ［削る］   第三章 装置検査証印等（第八条－第十条） 

  ［削る］   第四章 雑則（第十一条・第十二条） 



  ［削る］   第五章 タクシーメーター（第十三条－第十八

条） 

  ［削る］   第六章 質量計（第十九条－第二十七条） 

  ［削る］   第七章 水道メーター（第二十八条－第三十三

条） 

  ［削る］   第八章 燃料油メーター（第三十四条－第三十

六条） 

  ［削る］   第九章 液化石油ガスメーター（第三十七条・

第三十八条） 

  ［削る］   第十章 ガスメーター（第三十九条－第四十五

条） 

  ［削る］   第十一章 アネロイド型圧力計（第四十六条） 

  ［削る］   第十二章 騒音計、振動レベル計及びジルコニ

ア式酸素濃度計等（第四十七条・第四十八条） 

   第四章 温度計    第四章 温度計 

 （表記）  （表記） 

第二百十五条 温度計の表記事項は、それぞれ次の

各号に掲げる日本工業規格による。 

第二百十五条 温度計の表記事項は、それぞれ次の

各号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計（ガラス製体温計を除く。以

下同じ。） 日本工業規格Ｂ七四一四（二〇一八）

附属書 

 一 ガラス製温度計（ガラス製体温計を除く。以

下同じ。） 日本工業規格Ｂ七四一一－二（二〇一

四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （材質）  （材質） 

第二百二十条 温度計（抵抗体温計を除く。）の材

質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

第二百二十条 温度計（抵抗体温計を除く。）の材

質は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 （性能）  （性能） 

第二百二十二条 温度計の性能は、それぞれ次の各

号に掲げる日本工業規格による。 

第二百二十二条 温度計の性能は、それぞれ次の各

号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （検定公差）  （検定公差） 

第二百五十五条 温度計の検定公差は、それぞれ次

の各号に掲げる日本工業規格による。 

第二百五十五条 温度計の検定公差は、それぞれ次

の各号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （構造検定の方法）  （構造検定の方法） 

第二百五十六条 温度計の構造検定の方法は、それ

ぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第二百五十六条 温度計の構造検定の方法は、それ

ぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 



 三 ［略］  三 ［略］ 

 （器差検定の方法）  （器差検定の方法） 

第二百七十二条 温度計の器差検定の方法は、それ

ぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第二百七十二条 温度計の器差検定の方法は、それ

ぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （性能に係る技術上の基準）  （性能に係る技術上の基準） 

第二百八十二条 温度計の性能に係る技術上の基準

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

第二百八十二条 温度計の性能に係る技術上の基準

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （使用公差）  （使用公差） 

第二百八十三条 温度計の使用公差は、それぞれ次

の各号に掲げる日本工業規格による。 

第二百八十三条 温度計の使用公差は、それぞれ次

の各号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （性能に関する検査の方法）  （性能に関する検査の方法） 

第二百八十四条 温度計の性能に関する検査の方法

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

第二百八十四条 温度計の性能に関する検査の方法

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

 （器差検査の方法）  （器差検査の方法） 

第二百八十四条の二 温度計の器差検査の方法は、

それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第二百八十四条の二 温度計の器差検査の方法は、

それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一四

（二〇一八）附属書 

 一 ガラス製温度計 日本工業規格Ｂ七四一一－

二（二〇一四） 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一八）附属書 

 二 ガラス製体温計 日本工業規格Ｔ四二〇六

（二〇一四）附属書 

 三 ［略］  三 ［略］ 

   第六章 水道メーター    第六章 水道メーター 

    第一節 検定     第一節 検定 

     第三款 検定の方法      第三款 検定方法 

   第七章 温水メーター    第七章 温水メーター 

    第一節 検定     第一節 検定 

     第三款 検定の方法      第三款 検定方法 

   第十二章 密度浮ひょう    第十二章 密度浮ひょう 

第四百九十四条 密度浮ひょうの表記事項は、それ

ぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第四百九十四条 密度浮ひょうの表記事項は、耐圧

密度浮ひょう以外の密度浮ひょう（以下「浮ひょう

型密度計」という。）にあっては日本工業規格Ｂ七

五二五－一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附

属書ＪＡに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計（耐



圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用

するものをいう。以下同じ。）にあっては日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょう－液化石

油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによる。 

 一 耐圧密度浮ひょう以外の密度浮ひょう（以下

「浮ひょう型密度計」という。） 日本工業規格Ｂ

七五二五－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計（耐圧密度

浮ひょうのうち、液化石油ガスの計量に使用するも

のをいう。以下同じ。） 日本工業規格Ｂ七五二五

－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （材質）  （材質） 

第四百九十五条 密度浮ひょうの材質は、それぞれ

次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第四百九十五条 密度浮ひょうの材質は、浮ひょう

型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七五二五－一

（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附属書ＪＡ

に、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日

本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょう－

液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによる。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （性能）  （性能） 

第四百九十六条 密度浮ひょうの性能は、それぞれ

次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第四百九十六条 密度浮ひょうの性能は、浮ひょう

型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七五二五－一

（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附属書ＪＡ

に、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日

本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょう－

液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによる。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （検定公差）  （検定公差） 

第五百六条 密度浮ひょうの検定公差は、それぞれ

次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第五百六条 密度浮ひょうの検定公差は、浮ひょう

型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七五二五－一

（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附属書ＪＡ

に、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日

本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょう－

液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによる。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （構造検定の方法）  （構造検定の方法） 

第五百七条 密度浮ひょうの構造検定の方法は、そ

れぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第五百七条 密度浮ひょうの構造検定の方法は、浮

ひょう型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附属書Ｊ

Ａに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては

日本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょう

－液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによ

る。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 



 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （器差検定の方法）  （器差検定の方法） 

第五百十四条 密度浮ひょうの器差検定の方法は、

それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第五百十四条 密度浮ひょうの器差検定の方法は、

浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七五二

五－一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附属書

ＪＡに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあって

は日本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょ

う－液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによ

る。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （性能に係る技術上の基準）  （性能に係る技術上の基準） 

第五百二十条 密度浮ひょうの性能に係る技術上の

基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格に

よる。 

第五百二十条 密度浮ひょうの性能に係る技術上の

基準は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格

Ｂ七五二五－一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょ

う附属書ＪＡに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計

にあっては日本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一

三）浮ひょう－液化石油ガス用浮ひょう型密度計附

属書Ａによる。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （使用公差）  （使用公差） 

第五百二十一条 密度浮ひょうの使用公差は、それ

ぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第五百二十一条 密度浮ひょうの使用公差は、浮ひ

ょう型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七五二五－

一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附属書ＪＡ

に、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあっては日

本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮ひょう－

液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａによる。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （性能に関する検査の方法）  （性能に関する検査の方法） 

第五百二十二条 密度浮ひょうの性能に関する検査

の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格

による。 

第五百二十二条 密度浮ひょうの性能に関する検査

の方法は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規

格Ｂ七五二五－一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひ

ょう附属書ＪＡに、液化石油ガス用浮ひょう型密度

計にあっては日本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一

三）浮ひょう－液化石油ガス用浮ひょう型密度計附

属書Ａによる。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 （器差検査の方法）  （器差検査の方法） 

第五百二十三条 密度浮ひょうの器差検査の方法

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

第五百二十三条 密度浮ひょうの器差検査の方法

は、浮ひょう型密度計にあっては日本工業規格Ｂ七

五二五－一（二〇一三）浮ひょう－密度浮ひょう附

属書ＪＡに、液化石油ガス用浮ひょう型密度計にあ

っては日本工業規格Ｂ七五二五－二（二〇一三）浮



ひょう－液化石油ガス用浮ひょう型密度計附属書Ａ

による。 

 一 浮ひょう型密度計 日本工業規格Ｂ七五二五

－一（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 日本工業

規格Ｂ七五二五－二（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

   第十四章 アネロイド型血圧計    第十四章 アネロイド型血圧計 

 （電気式アネロイド型血圧計の表記）  （電気式アネロイド型血圧計の表記） 

第五百五十条 電気式アネロイド型血圧計（検出部

が電気式のものをいう。以下同じ。）の表記事項

は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書に

よる。 

第五百五十条 電気式アネロイド型血圧計（検出部

が電気式のものをいう。以下同じ。）の表記事項

は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇〇五）非観血式

電子血圧計附属書による。 

 （性能）  （性能） 

第五百五十一条 アネロイド型血圧計の性能は、そ

れぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。 

第五百五十一条 アネロイド型血圧計の性能は、電

気式アネロイド型血圧計にあっては、日本工業規格

Ｔ一一一五（二〇〇五）非観血式電子血圧計附属書

に、電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド型

血圧計（以下「機械式アネロイド型血圧計」とい

う。）にあっては日本工業規格Ｔ四二〇三（二〇一

二）非観血式機械血圧計附属書による。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 電気式アネロイド型血圧計以外のアネロイド

型血圧計（以下「機械式アネロイド型血圧計」とい

う。） 日本工業規格Ｔ四二〇三（二〇一二）附属

書 

 ［新設］ 

 （検定公差）  （検定公差） 

第五百六十四条 アネロイド型血圧計の検定公差

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

第五百六十四条 アネロイド型血圧計の検定公差

は、電気式アネロイド型血圧計にあっては、日本工

業規格Ｔ一一一五（二〇〇五）非観血式電子血圧計

附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日

本工業規格Ｔ四二〇三（二〇一二）非観血式機械血

圧計附属書による。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

 （構造検定の方法）  （構造検定の方法） 

第五百六十五条 アネロイド型血圧計の構造検定の

方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格に

よる。 

第五百六十五条 アネロイド型血圧計の構造検定の

方法は、電気式アネロイド型血圧計にあっては、日

本工業規格Ｔ一一一五（二〇〇五）非観血式電子血

圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあって

は日本工業規格Ｔ四二〇三（二〇一二）非観血式機

械血圧計附属書による。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

 （器差検定の方法）  （電気式アネロイド型血圧計の器差検定の方法） 

第五百七十三条 アネロイド型血圧計の器差検定の

方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格に

よる。 

第五百七十三条 電気式アネロイド型血圧計の器差

検定は、受検モード（検定を受けるための状態を作

り出す機能をいう。）を有するものにあっては、そ

の機能を作動して、圧力基準器を用いて圧力を増し

ながら任意の四以上、圧力を減じながら任意の四以

上の圧力について行う。 



 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

［削る］ ２ 前項の場合において、必ず十キロパスカルから

二十二キロパスカル（計量単位令（平成四年政令第

三百五十七号）第五条の規定に基づき水銀柱ミリメ

ートルによる単位が付されているものにあっては、

八十水銀柱ミリメートルから百六十水銀柱ミリメー

トル）までの範囲内の二以上の圧力について行わな

ければならない。  
 （機械式アネロイド型血圧計の器差検定の方法） 

［削る］ 第五百七十三条の二  機械式アネロイド型血圧計の

器差検定の方法は、日本工業規格Ｔ四二〇三（二〇

一二）非観血式機械血圧計附属書による。 

 （性能に係る技術上の基準）  （性能に係る技術上の基準） 

第五百七十四条 アネロイド型血圧計の性能に係る

技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工

業規格による。 

第五百七十四条 アネロイド型血圧計の性能に係る

技術上の基準は、電気式アネロイド型血圧計にあっ

ては、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇〇五）非観血

式電子血圧計附属書に、機械式アネロイド型血圧計

にあっては日本工業規格Ｔ四二〇三（二〇一二）非

観血式機械血圧計附属書による。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

 （使用公差）  （使用公差） 

第五百七十五条 アネロイド型血圧計の使用公差

は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格によ

る。 

第五百七十五条 アネロイド型血圧計の使用公差

は、電気式アネロイド型血圧計にあっては、日本工

業規格Ｔ一一一五（二〇〇五）非観血式電子血圧計

附属書に、機械式アネロイド型血圧計にあっては日

本工業規格Ｔ四二〇三（二〇一二）非観血式機械血

圧計附属書による。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

 （性能に関する検査の方法）  （性能に関する検査の方法） 

第五百七十六条 アネロイド型血圧計の性能に関す

る検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工

業規格による。 

第五百七十六条 機械式アネロイド型血圧計の性能

に関する検査の方法は、日本工業規格Ｔ四二〇三

（二〇一二）非観血式機械血圧計附属書による。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

 （器差検査の方法）  （準用） 

第五百七十七条 アネロイド型血圧計の器差検査の

方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格に

よる。 

第五百七十七条 第五百七十三条の規定は、電気式

アネロイド型血圧計についての器差検査の方法に準

用する。 

 一 電気式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

一一一五（二〇一八）附属書 

 ［新設］ 

 二 機械式アネロイド型血圧計 日本工業規格Ｔ

四二〇三（二〇一二）附属書 

 ［新設］ 

［削る］  （機械式アネロイド型血圧計の器差検査の方法） 



 
第五百七十七条の二  機械式アネロイド型血圧計の

器差検査の方法は、日本工業規格Ｔ四二〇三（二〇

一二）非観血式機械血圧計附属書による。 

   第二十六章 浮ひょう型比重計    第二十六章 浮ひょう型比重計 

 （表記）  （表記） 

第千条 浮ひょう型比重計の表記事項は、日本工業

規格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属書による。 

第千条 浮ひょう型比重計の表記事項は、日本工業

規格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひょう－浮ひょ

う型比重計附属書Ｂによる。 

 （材質）  （材質） 

第千一条 浮ひょう型比重計の材質は、日本工業規

格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属書による。 

第千一条 浮ひょう型比重計の材質は、日本工業規

格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひょう－浮ひょう

型比重計附属書Ｂによる。 

 （性能）  （性能） 

第千二条 浮ひょう型比重計の性能は、日本工業規

格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属書による。 

第千二条 浮ひょう型比重計の性能は、日本工業規

格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひょう－浮ひょう

型比重計附属書Ｂによる。 

 （検定公差）  （検定公差） 

第千十条 浮ひょう型比重計の検定公差は、日本工

業規格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属書による。 

第千十条 浮ひょう型比重計の検定公差は、日本工

業規格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひょう－浮ひ

ょう型比重計附属書Ｂによる。 

 （構造検定の方法）  （構造検定の方法） 

第千十一条 浮ひょう型比重計の構造検定の方法

は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属

書による。 

第千十一条 浮ひょう型比重計の構造検定の方法

は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひ

ょう－浮ひょう型比重計附属書Ｂによる。 

 （器差検定の方法）  （器差検定の方法） 

第千十七条 浮ひょう型比重計の器差検定の方法

は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属

書による。 

第千十七条 浮ひょう型比重計の器差検定の方法

は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひ

ょう－浮ひょう型比重計附属書Ｂによる。 

 （性能に係る技術上の基準）  （性能に係る技術上の基準） 

第千二十三条 浮ひょう型比重計の性能に係る技術

上の基準は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一

八）附属書による。 

第千二十三条 浮ひょう型比重計の性能に係る技術

上の基準は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一

三）浮ひょう－浮ひょう型比重計附属書Ｂによる。 

 （使用公差）  （使用公差） 

第千二十四条 浮ひょう型比重計の使用公差は、日

本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属書によ

る。 

第千二十四条 浮ひょう型比重計の使用公差は、日

本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひょう－

浮ひょう型比重計附属書Ｂによる。 

 （性能に関する検査の方法）  （性能に関する検査の方法） 

第千二十五条 浮ひょう型比重計の性能に関する検

査の方法は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一

八）附属書による。 

第千二十五条 浮ひょう型比重計の性能に関する検

査の方法は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一

三）浮ひょう－浮ひょう型比重計附属書Ｂによる。 

 （器差検査の方法）  （器差検査の方法） 

第千二十六条 浮ひょう型比重計の器差検査の方法

は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一八）附属

書による。 

第千二十六条 浮ひょう型比重計の器差検査の方法

は、日本工業規格Ｂ七五二五－三（二〇一三）浮ひ

ょう－浮ひょう型比重計附属書Ｂによる。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五百五十条、第五百五十一条、第五百六十四条、第五

百六十五条及び第五百七十三条から第五百七十七条の二までの改正規定は、平成三十一年二月一日から施行する。 

 （ガラス製体温計の構造に係る技術上の基準に係る特例） 

第二条 平成三十二年十二月三十一日以前に製造され若しくは輸入されたガラス製体温計、水銀による環境の汚

染の防止に関する法律（平成二十七年法律第四十二号）第六条第一項の許可を受けて製造されたガラス製体温計

又は外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第五十二条の承認を受けて輸入されたガラス

製体温計については、第二百二十条の規定にかかわらず、感温液の材料に水銀を使用することができる。  



別紙 No.5 経済産業省令 第五十六号 

 計量法（平成四年法律第五十一号）の規定に基づき、基準器検査規則の一部を改正する省令を次のように定

める。 

   平成三十年九月六日     経済産業大臣 世耕 弘成 

 

 基準器検査規則の一部を改正する省令 

 基準器検査規則（平成五年通商産業省令第七十一号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍

線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げて

いないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい

ないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第一章 総則  第一章 総則 

  第一節 通則（第一条－第五条）   第一節 通則（第一条－第五条） 

  第二節 申請等（第六条－第八条）   第二節 申請等（第六条－第八条） 

  第三節 基準器検査の合格条件（第九条－第十八

条） 

  第三節 基準器検査の合格条件（第九条－第十

八条） 

  第四節 基準器検査証印（第十九条－第二十二

条） 

  第四節 基準器検査証印（第十九条－第二十二

条） 

  第五節 雑則（第二十三条－第二十八条の二）   第五節 雑則（第二十三条－第二十八条の二） 

 第二章 長さ基準器  第二章 長さ基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 基準巻尺（第二十九条－第三十四

条） 

   第一款 基準巻尺（第二十九条－第三十四

条） 

   第二款 タクシーメーター装置検査用基準器

（第三十五条－第三十八条） 

   第二款 タクシーメーター装置検査用基準

器（第三十五条－第三十八条） 

  第二節 基準器公差（第三十九条）   第二節 基準器公差（第三十九条） 

  第三節 検査方法   第三節 検査方法 

   第一款 基準巻尺（第四十条－第四十四条）    第一款 基準巻尺（第四十条－第四十四

条） 

   第二款 タクシーメーター装置検査用基準器

（第四十五条－第四十七条） 

   第二款 タクシーメーター装置検査用基準

器（第四十五条－第四十七条） 

 第三章 質量基準器  第三章 質量基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 通則（第四十八条－第六十六条）    第一款 通則（第四十八条－第六十六条） 

   第二款 基準天びん等（第六十七条－第七十

五条） 

   第二款 基準天びん等（第六十七条－第七

十五条） 

   第三款 基準台手動はかり（第七十六条－第

八十二条） 

   第三款 基準台手動はかり（第七十六条－

第八十二条） 

   第四款 基準分銅（第八十三条－第九十条）    第四款 基準分銅（第八十三条－第九十

条） 

  第二節 基準器公差（第九十一条）   第二節 基準器公差（第九十一条） 

  第三節 検査方法   第三節 検査方法 

   第一款 通則（第九十二条－第九十八条）    第一款 通則（第九十二条－第九十八条） 

   第二款 基準天びん（第九十九条－第百二

条） 

   第二款 基準天びん（第九十九条－第百二

条） 

   第三款 基準台手動はかり（第百三条－第百

九条） 

   第三款 基準台手動はかり（第百三条－第

百九条） 

   第四款 基準分銅（第百十条）    第四款 基準分銅（第百十条） 

 第四章 温度基準器  第四章 温度基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 通則（第百十一条－第百十六条）    第一款 通則（第百十一条－第百十六条） 



   第二款 基準ガラス製温度計（第百十七条－

第百三十条） 

   第二款 基準ガラス製温度計（第百十七条

－第百二十六条） 

  第二節 基準器公差（第百三十一条－第百三十

三条） 

  第二節 基準器公差（第百三十一条－第百三

十三条） 

  第三節 検査方法（第百三十四条－第百四十七

条） 

  第三節 検査方法（第百三十四条－第百四十

七条） 

 第五章 面積基準器  第五章 面積基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第百四十八

条－第百五十条） 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第百四十

八条－第百五十条） 

  第二節 基準器公差（第百五十一条）   第二節 基準器公差（第百五十一条） 

  第三節 検査方法（第百五十二条－第百五十四

条） 

  第三節 検査方法（第百五十二条－第百五十

四条） 

 第六章 体積基準器  第六章 体積基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 基準フラスコ等（第百五十五条－第

百六十二条） 

   第一款 基準フラスコ等（第百五十五条－

第百六十二条） 

   第二款 基準ガスメーター（第百六十三条－

第百八十二条） 

   第二款 基準ガスメーター（第百六十三条

－第百八十二条） 

   第三款 基準水道メーター（第百八十三条－

第百九十一条） 

   第三款 基準水道メーター（第百八十三条

－第百九十一条） 

   第四款 基準燃料油メーター（第百九十二条

－第二百二条） 

   第四款 基準燃料油メーター（第百九十二

条－第二百二条） 

   第五款 基準タンク（第二百三条－第二百十

五条） 

   第五款 基準タンク（第二百三条－第二百

十五条） 

   第六款 基準体積管（第二百十六条－第二百

二十六条） 

   第六款 基準体積管（第二百十六条－第二

百二十六条） 

  第二節 基準器公差（第二百二十七条）   第二節 基準器公差（第二百二十七条） 

  第三節 検査方法   第三節 検査方法 

   第一款 基準フラスコ等（第二百二十八条－

第二百三十三条） 

   第一款 基準フラスコ等（第二百二十八条

－第二百三十三条） 

   第二款 基準ガスメーター（第二百三十四条

－第二百四十二条） 

   第二款 基準ガスメーター（第二百三十四

条－第二百四十二条） 

   第三款 基準水道メーター（第二百四十三条

－第二百四十七条） 

   第三款 基準水道メーター（第二百四十三

条－第二百四十七条） 

   第四款 基準燃料油メーター（第二百四十八

条－第二百五十三条） 

   第四款 基準燃料油メーター（第二百四十

八条－第二百五十三条） 

   第五款 基準タンク（第二百五十四条－第二

百五十七条） 

   第五款 基準タンク（第二百五十四条－第

二百五十七条） 

   第六款 基準体積管（第二百五十八条－第二

百六十一条） 

   第六款 基準体積管（第二百五十八条－第

二百六十一条） 

 第七章 密度基準器  第七章 密度基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 通則（第二百六十二条－第二百七十

一条） 

   第一款 通則（第二百六十二条－第二百七

十一条） 

   第二款 基準密度浮ひょう（第二百七十二

条・第二百七十三条） 

   第二款 基準密度浮ひょう（第二百七十二

条・第二百七十三条） 

   第三款 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度

計（第二百七十四条－第二百七十八条） 

   第三款 液化石油ガス用基準浮ひょう型密

度計（第二百七十四条－第二百七十八条） 

  第二節 基準器公差（第二百七十九条・第二百

八十条） 

  第二節 基準器公差（第二百七十九条・第二

百八十条） 

  第三節 検査方法（第二百八十一条－第二百八

十七条） 

  第三節 検査方法（第二百八十一条－第二百

八十七条） 



 第八章 圧力基準器  第八章 圧力基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 基準液柱型圧力計（第二百八十八条

－第二百九十六条） 

   第一款 基準液柱型圧力計（第二百八十八

条－第二百九十六条） 

   第二款 基準重錘型圧力計（第二百九十七条

－第三百九条） 

   第二款 基準重錘型圧力計（第二百九十七

条－第三百九条） 

   第三款 血圧計用基準圧力計（第三百九条の

二・第三百九条の三） 

   ［新設］ 

  第二節 基準器公差（第三百十条－第三百十一

条の二） 

  第二節 基準器公差（第三百十条・第三百十

一条） 

  第三節 検査方法   第三節 検査方法 

   第一款 通則（第三百十二条）    第一款 通則（第三百十二条） 

   第二款 基準液柱型圧力計（第三百十三条・

第三百十四条） 

   第二款 基準液柱型圧力計（第三百十三

条・第三百十四条） 

   第三款 基準重錘型圧力計（第三百十五条－

第三百十七条） 

   第三款 基準重錘型圧力計（第三百十五条

－第三百十七条） 

   第四款 血圧計用基準圧力計（第三百十七条

の二・第三百十七条の三） 

   ［新設］ 

 第九章 削除  第九章 削除 

 第十章 電気基準器  第十章 電気基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 基準電流計等（第三百三十条－第三

百三十五条） 

   第一款 基準電流計等（第三百三十条－第

三百三十五条） 

   第二款 基準電圧発生器（第三百三十六条－

第三百三十八条） 

   第二款 基準電圧発生器（第三百三十六条

－第三百三十八条） 

   第三款 基準抵抗器（第三百三十九条－第三

百四十三条） 

   第三款 基準抵抗器（第三百三十九条－第

三百四十三条） 

   第四款 基準電力量計（第三百四十四条－第

三百五十一条） 

   第四款 基準電力量計（第三百四十四条－

第三百五十一条） 

  第二節 基準器公差（第三百五十二条）   第二節 基準器公差（第三百五十二条） 

  第三節 検査方法   第三節 検査方法 

   第一款 基準電流計等（第三百五十三条－第

三百五十九条） 

   第一款 基準電流計等（第三百五十三条－

第三百五十九条） 

   第二款 基準電圧発生器（第三百六十条－第

三百六十二条） 

   第二款 基準電圧発生器（第三百六十条－

第三百六十二条） 

   第三款 基準抵抗器（第三百六十三条－第三

百六十六条） 

   第三款 基準抵抗器（第三百六十三条－第

三百六十六条） 

   第四款 基準電力量計（第三百六十七条－第

三百七十五条） 

   第四款 基準電力量計（第三百六十七条－

第三百七十五条） 

 第十一章 照度基準器  第十一章 照度基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百七十

六条－第三百七十八条） 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百七

十六条－第三百七十八条） 

  第二節 基準器公差（第三百七十九条）   第二節 基準器公差（第三百七十九条） 

  第三節 検査方法（第三百八十条）   第三節 検査方法（第三百八十条） 

 第十二章 騒音基準器  第十二章 騒音基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百八十

一条－第三百八十三条） 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百八

十一条－第三百八十三条） 

  第二節 基準器公差（第三百八十四条）   第二節 基準器公差（第三百八十四条） 

  第三節 検査方法（第三百八十五条－第三百八

十八条） 

  第三節 検査方法（第三百八十五条－第三百

八十八条） 

 第十三章 振動基準器  第十三章 振動基準器 



  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百八十

九条－第三百九十二条） 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百八

十九条－第三百九十二条） 

  第二節 基準器公差（第三百九十三条）   第二節 基準器公差（第三百九十三条） 

  第三節 検査方法（第三百九十四条・第三百九

十五条） 

  第三節 検査方法（第三百九十四条・第三百

九十五条） 

 第十四章 濃度基準器  第十四章 濃度基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百九十

六条－第四百六条） 

  第一節 構造に係る技術上の基準（第三百九

十六条－第四百六条） 

  第二節 基準器公差（第四百七条・第四百八

条） 

  第二節 基準器公差（第四百七条・第四百八

条） 

  第三節 検査方法（第四百九条－第四百十四

条） 

  第三節 検査方法（第四百九条－第四百十四

条） 

 第十五章 比重基準器  第十五章 比重基準器 

  第一節 構造に係る技術上の基準   第一節 構造に係る技術上の基準 

   第一款 通則（第四百十五条－第四百二十四

条） 

   第一款 通則（第四百十五条－第四百二十

四条） 

   第二款 基準比重浮ひょう（第四百二十五

条） 

   第二款 基準比重浮ひょう（第四百二十五

条） 

   第三款 基準重ボーメ度浮ひょう（第四百二

十六条） 

   第三款 基準重ボーメ度浮ひょう（第四百

二十六条） 

  第二節 基準器公差（第四百二十七条・第四百

二十八条） 

  第二節 基準器公差（第四百二十七条・第四

百二十八条） 

  第三節 検査方法（第四百二十九条－第四百三

十四条） 

  第三節 検査方法（第四百二十九条－第四百

三十四条） 

 附則  附則 

 （基準器の種類）  （基準器の種類） 

第四条 基準器の種類は、次のとおりとする。 第四条 基準器の種類は、次のとおりとする。 

 一～六 ［略］  一～六 ［略］ 

 七 圧力基準器  七 圧力基準器 

  イ・ロ ［略］   イ・ロ ［略］ 

  ハ 血圧計用基準圧力計   ［新設］ 

 八～十四 ［略］  八～十四 ［略］ 

 （基準器検査証印を付する部分）  （基準器検査証印を付する部分） 

第二十条 基準器検査証印を付する基準器の部分

は、次のとおりとする。 

第二十条 基準器検査証印を付する基準器の部分

は、次のとおりとする。 

 一～六 ［略］  一～六 ［略］ 

 七 圧力基準器については、次の部分  七 圧力基準器については、次の部分 

  イ・ロ ［略］   イ・ロ ［略］ 

  ハ 血圧計用基準圧力計については、本体の見

やすい箇所 

  ［新設］ 

 八～十 ［略］  八～十 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （基準器検査証印の有効期間）  （基準器検査証印の有効期間） 

第二十一条 法第百四条第二項の経済産業省令で定

める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に

掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げるとおりとする。 

第二十一条 法第百四条第二項の経済産業省令で

定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上

欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の

下欄に掲げるとおりとする。 

   基準器の種類     有 効 期 

間 

   基準器の種類     有 効 期 間 

一～六 ［略］ ［略］ 一～六 ［略］ ［略］ 

七 圧力基準器 ［削る］ 七 圧力基準器 四年  



 イ 基準液柱型圧力計及び基準重

錘型圧力計 

四年   ［新設］ ［新設］ 

 ロ 血圧計用基準圧力計 一年   ［新設］ ［新設］ 

八～十二 ［略］ ［略］ 八～十二 ［略］ ［略］ 

第二百七十一条の二  密度基準器のけい部に生じる

検査液のメニスカスの形が、密度基準器を検査液中の

平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化し

てはならない。 

［新設］ 

第二百七十八条 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度

計の胴部に封入されている温度計は、次の各号に掲げ

る事項に適合するものでなければならない。 

第二百七十八条 液化石油ガス用基準浮ひょう型密

度計の胴部に封入されている温度計は、零度から四

十度までの範囲の温度を表す目盛線が付されたもの

であって、かつ、目量が一度以下のものでなければ

ならない。 

 一 零度から四十度までの範囲の温度を表す目盛線

が付されたものであること。 

 ［新設］ 

 二 目量が一度以下のものであること。  ［新設］ 

 三 器差が〇・五度を超えないものであること。  ［新設］ 

 四 毛細管の内壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に

示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付着し、又は

毛細管内に水分、空気及びちり等を含んでいること等

のため、温度を計るときに、感温液の液切れ又は誤差

を生じないものであること。 

 ［新設］ 

［削る］ ２ 前項の温度計は、器差が〇・五度を超えるもの

であってはならない。 

二百八十五条 ［略］ 第二百八十五条 ［略］ 

２ 密度基準器の器差の検査において、当該密度基準

器の検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査

液を使用することができないときは、次の各号に定め

る式により器差を算出する。 

２ 密度基準器の器差の検査において、当該密度基

準器の検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の

検査液を使用することができないときは、次の各号

に定める式により器差を算出する。 

 一 検査液の密度以下の密度を表す目盛線の器差を

算出する場合 

 一 千キログラム毎立方メートル以下の密度を表

す目盛線の器差を算出する場合 

  
 Rは、検査を行う目盛線の表す密度（キログラム毎

立方メートル） 

  Rは、検査を行う目盛線の表す密度（キログラ

ム毎立方メートル） 

 W１は、検査を行う密度基準器の重さに釣り合う特定

標準器等の質量（キログラム） 

 W１は、検査を行う密度基準器の重さに釣り合う特

定標準器等の質量（キログラム） 

  Pは、検査を行う密度基準器に巻き付けたおもり

を針金で特定標準器等に釣り、検査液中に沈ませたと

きの重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラ

ム） 

  Pは、検査を行う密度基準器に巻き付けたおも

りを針金で特定標準器等に釣り、水中に沈ませたと

きの重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラ

ム） 

  Dは、密度基準器の検査を行う目盛線がある箇所

におけるけい部の直径（メートル） 

  Dは、密度基準器の検査を行う目盛線がある箇

所におけるけい部の直径（メートル） 

  Tは、検査液の表面張力（ニュートン毎メート

ル） 

  Tは、水の表面張力（ニュートン毎メートル） 

 T'は、液体の表面張力（ニュートン毎メートル）  T'は、液体の表面張力（ニュートン毎メートル） 

 ｔは、検査液の温度  ｔは、水の温度 

  δは、温度ｔのときの検査液の密度（キログラム

毎立方メートル） 

  δは、温度ｔのときの水の密度（キログラム毎

立方メートル） 

  ρは、検査を行うときの空気の密度（キログラム

毎立方メートル） 

  ρは、検査を行うときの空気の密度（キログラ

ム毎立方メートル） 

  σは、特定標準器等の密度（キログラム毎立方メ

ートル） 

  σは、特定標準器等の密度（キログラム毎立方

メートル） 



 二 検査液の密度を超える密度を表す目盛線の器差

を算出する場合 

二 千キログラム毎立方メートルを超える密度を表

す目盛線の器差を算出する場合 

器差 

 

器差 

 
  W０は、密度 ρの空気中で、質量 ωの針金で

つった密度基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質

量（キログラム） 

  W０は、密度 ρの空気中で、質量 ωの針金

でつった密度基準器の重さに釣り合う特定標準器等

の質量（キログラム） 

  Wは、質量 ωの針金で密度基準器を検査液中に

つり、ちょうどその示度が Rを示すようにしたとき

に釣り合う特定標準器等の質量（キログラム） 

  Wは、質量 ωの針金で密度基準器を水中につ

り、ちょうどその示度が Rを示すようにしたとき

に釣り合う特定標準器等の質量（キログラム） 

二百八十六条 密度基準器の器差の検査に使用する検

査液は、検査を行う密度に応じ、それぞれ次の表のと

おりとする。 

第二百八十六条 密度基準器の器差の検査に使用す

る検査液は、検査を行う密度に応じ、それぞれ次の

表のとおりとする。 

検査を行う密度 検査液 検査を行う密度 検査液 

［略］ ［略］ 六百五十キログラ

ム毎立方メートル

から七百キログラ

ム毎立方メートル

まで 

石油エーテル、エチルエーテ

ル、ベンジン又はこれらの混合

液 

千六百キログラム毎立方メートル

以上 

よう化第二水銀

とよう化カリウ

ムとの混合液 

千六百キログラム

毎立方メートル以

上 

硝酸第二水銀と硝酸との混合液 

第八章 圧力基準器    第八章 圧力基準器 

    第一節 構造に係る技術上の基準     第一節 構造に係る技術上の基準 

     第三款 血圧計用基準圧力計      ［新設］ 

 （表記） 
 

第三百九条の二  血圧計用基準圧力計の表記事項

は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書によ

る。 

［新設］ 

 （機構及び作用） 
 

第三百九条の三  血圧計用基準圧力計の機構及び作

用は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書に

よる。 

［新設］ 

    第二節 基準器公差     第二節 基準器公差 

 （血圧計用基準圧力計の基準器公差） 
 

第三百十一条の二  血圧計用基準圧力計の基準器公

差は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書に

よる。 

［新設］ 

    第三節 検査方法     第三節 検査方法 

 （検査の条件）  （検査の条件） 

第三百十二条 圧力基準器（血圧計用基準圧力計を除

く。）の検査は、当該圧力基準器を水平に設置した後

に、常温で行う。 

第三百十二条 圧力基準器の検査は、当該圧力基準

器を水平に設置した後に、常温で行う。 

２ 血圧計用基準圧力計の検査の条件は、日本工業規

格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書による。 

［新設］ 

     第四款 血圧計用基準圧力計      ［新設］ 

 （機構及び作用の検査） 
 

第三百十七条の二  血圧計用基準圧力計の機構及び

作用の検査は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇一八）

附属書による。 

［新設］ 

 （器差の検査） 
 



第三百十七条の三  血圧計用基準圧力計の器差の検

査は、日本工業規格Ｔ一一一五（二〇一八）附属書に

よる。 

［新設］ 

第四百六条の二  濃度基準器のけい部に生じる検査

液のメニスカスの形が、濃度基準器を検査液中の平衡

位置から静かに上下に移動させたときに、変化しては

ならない。 

［新設］ 

第四百二十四条の二  比重基準器のけい部に生じる

検査液のメニスカスの形が、比重基準器を検査液中の

平衡位置から静かに上下に移動させたときに、変化し

てはならない。 

［新設］ 

第四百三十二条 ［略］ 第四百三十二条 ［略］ 

２ 比重基準器の器差の検査において、当該比重基準

器の検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の

検査液を使用することができないときは、次の各号に

定める式により器差を算出する。 

２ 比重基準器の器差の検査において、当該比重基

準器の検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重

等の検査液を使用することができないときは、次の

各号に定める式により器差を算出する。 

 一 検査液の比重以下の比重を表す目盛線の器差を

算出する場合 

 一 一以下の比重を表す目盛線の器差を算出する

場合 

  
 Sは、検査を行う目盛線の表す比重   Sは、検査を行う目盛線の表す比重 

 W１は、検査を行う比重基準器の重さに釣り合う特定

標準器等の質量（キログラム） 

 W１は、検査を行う比重基準器の重さに釣り合う特

定標準器等の質量（キログラム） 

  Pは、検査を行う比重基準器に巻き付けたおもり

を針金で特定標準器等につり、検査液中に沈ませたと

きの重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラ

ム） 

  Pは、検査を行う比重基準器に巻き付けたおも

りを針金で特定標準器等につり、水中に沈ませたと

きの重さに釣り合う特定標準器等の質量（キログラ

ム） 

  Dは、比重基準器の検査をする目盛線がある箇所

におけるけい部の直径（メートル） 

  Dは、比重基準器の検査をする目盛線がある箇

所におけるけい部の直径（メートル） 

  Tは、検査液の表面張力（ニュートン毎メート

ル） 

  Tは、水の表面張力（ニュートン毎メートル） 

 T'は、液体の表面張力（ニュートン毎メートル）  T'は、液体の表面張力（ニュートン毎メートル） 

 ｔは、検査液の温度  ｔは、水の温度 

  δは、温度ｔのときの検査液の密度（キログラム

毎立方メートル） 

  δは、温度ｔのときの水の密度（キログラム毎

立方メートル） 

  ρは、検査を行うときの空気の密度（キログラム

毎立方メートル） 

  ρは、検査を行うときの空気の密度（キログラ

ム毎立方メートル） 

  σは、特定標準器等の密度（キログラム毎立方メ

ートル） 

  σは、特定標準器等の密度（キログラム毎立方

メートル） 

 二 検査液の比重を超える比重を表す目盛線の器差

を算出する場合 

 二 一を超える比重を表す目盛線の器差を算出す

る場合 

  
  W０は、密度 ρの空気中で、質量 ωの針金で

つった比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質

量（キログラム） 

  W０は、密度 ρの空気中で、質量 ωの針金

でつった比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等

の質量（キログラム） 

  Wは、質量 ωの針金で比重基準器を検査液中に

つり、ちょうどその示度が Sを示すようにしたとき

に釣り合う特定標準器等の質量（キログラム） 

  Wは、質量 ωの針金で比重基準器を水中につ

り、ちょうどその示度が Sを示すようにしたとき

に釣り合う特定標準器等の質量（キログラム） 

 三 重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場合  三 重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場

合 



  
Bh は、検査を行う目盛線の表す重ボーメ度 Bh は、検査を行う目盛線の表す重ボーメ度 

 

第四百三十三条 基準比重浮ひょうの器差の検査

に使用する検査液は、検査を行う比重に応じ、そ

れぞれ次の表のとおりとする。 

第四百三十三条 基準比重浮ひょうの器差の検査

に使用する検査液は、検査を行う比重に応じ、そ

れぞれ次の表のとおりとする。 

検査を行う比重 検査液 検査を行う比重 検査液 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

一・六以上 よう化第二水銀とよう化

カリウムとの混合液 

一・六以上 硝酸第二水銀と硝酸との

混合液 

２ 基準重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用

する検査液は、検査を行う重ボーメ度に応じ、そ

れぞれ次の表のとおりとする。 

２ 基準重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用

する検査液は、検査を行う重ボーメ度に応じ、そ

れぞれ次の表のとおりとする。 

検査を行う重ボーメ度 検査液 検査を行う重ボーメ度 検査液 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

五十五重ボーメ度以上 よう化第二水銀とよう化

カリウムとの混合液 

五十五重ボーメ度以上 硝酸第二水銀と硝酸との

混合液 

別表（第二十四条関係） 別表（第二十四条関係） 

基準巻尺 ［略］ 基準巻尺 ［略］ 

タクシーメーター装置

検査用基準器 

［略］ タクシーメーター装置

検査用基準器 

［略］ 

基準台手動はかり ［略］ 基準台手動はかり ［略］ 

基準手動天びん及び基

準直示天びん 

［略］ 基準手動天びん及び基

準直示天びん 

［略］ 

基準分銅 ［略］ 基準分銅 ［略］ 

温度基準器（体温計に

使用するものを除

く。） 

［略］ 温度基準器（体温計に

使用するものを除

く。） 

［略］ 

体温計に使用する温度

基準器 

［略］ 体温計に使用する温度

基準器 

［略］ 

面積基準器 ［略］ 面積基準器 ［略］ 

基準フラスコ ［略］ 基準フラスコ ［略］ 

基準ビュレット ［略］ 基準ビュレット ［略］ 

基準ガスメーター、基

準水道メーター及び基

準燃料油メーター 

［略］ 基準ガスメーター、基

準水道メーター及び基

準燃料油メーター 

［略］ 

基準タンク ［略］ 基準タンク ［略］ 

基準体積管 ［略］ 基準体積管 ［略］ 

基準液柱型圧力計 ［略］ 基準液柱型圧力計 ［略］ 

基準重錘型圧力計 ［略］ 基準重錘型圧力計 ［略］ 

血圧計用基準圧力計  任意の三箇所以内の表す

量  

［新設］ ［新設］ 

熱量基準器 ［略］ 熱量基準器 ［略］ 

基準密度浮ひょう ［略］ 基準密度浮ひょう ［略］ 

液化石油ガス用浮ひょう

型密度計 

［略］ 液化石油ガス用浮ひょう

型密度計 

［略］ 

濃度基準器 ［略］ 濃度基準器 ［略］ 



基準比重浮ひょう ［略］ 基準比重浮ひょう ［略］ 

基準重ボーメ度浮ひょう ［略］ 基準重ボーメ度浮ひょう ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 附 則 

 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。 

  



別紙 No.6 経済産業省令 第五十七号 

 計量法（平成四年法律第五十一号）第百五十八条第一項及び計量法関係手数料令（平成五年政令第三百四十

号）第五条の規定に基づき、計量法関係手数料規則の一部を改正する省令を次のように定める。 

   平成三十年九月六日     経済産業大臣 世耕 弘成    

   計量法関係手数料規則の一部を改正する省令 

 計量法関係手数料規則（平成五年通商産業省令第六十六号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていな

いものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

別表第二（第五条関係） 別表第二（第五条関係） 

基     準     

器 

一個についての金

額 

基     準     

器 

一個についての金

額 

一～四 ［略］ ［略］ 一～四 ［略］ ［略］ 

五 密度基準器 
 

五 密度基準器 
 

 イ 基準密度浮ひょう  三万四千七百円  イ 基準密度浮ひょう  一万千七百円 

 ロ 液化石油ガス用基

準浮ひょう型密度計 

 二万七千円  ロ 液化石油ガス用基

準浮ひょう型密度計 

 一万九千八百円 

六 圧力基準器 
 

六 圧力基準器 
 

 イ・ロ ［略］ ［略］  イ・ロ ［略］ ［略］ 

 ハ 血圧計用基準圧力

計 

 三十九万七千七

百円 

 ［新設］  ［新設］ 

七～十 ［略］ ［略］  七～十 ［略］  ［略］ 

十一 濃度基準器  一万九千二百円 十一 濃度基準器  一万千七百円 

十二 比重基準器 
 

十二 比重基準器 
 

 イ 目量が〇・〇〇一

未満のもの又は〇・一重

ボーメ度未満のもの 

 三万四千七百円  イ 目量が〇・〇〇一

未満のもの又は〇・一重

ボーメ度未満のもの 

 一万千七百円 

 ロ イに掲げるもの以

外のもの 

 二万九千二百円  ロ イに掲げるもの以

外のもの 

 三千九百五十円 

 

別表第三（第五条関係） 別表第三（第五条関係） 

基     準     

器 

一個についての金額 基     準     

器 

一個についての金額 

一～三 ［略］ ［略］ 一～三 ［略］ ［略］ 

四 体積基準器（基準ビ

ュレット、基準湿式ガス

メーターのうち計量室に

おける一周期の計量作用

により計ることができる

ガスの体積が二十リット

ル以下のもの、基準タン

 
四 体積基準器（基準

フラスコ、基準ビュレ

ット、基準湿式ガスメ

ーターのうち計量室に

おける一周期の計量作

用により計ることがで

きるガスの体積が二十

 



ク及びガスメーター用基

準体積管を除く。） 

リットル以下のもの、

基準タンク及びガスメ

ーター用基準体積管を

除く。） 

 イ 基準フラスコ  二千七百円  ［新設］  ［新設］ 

 ロ・ハ ［略］ ［略］  イ・ロ ［略］ ［略］ 

五 密度基準器 
 

五 密度基準器 
 

 イ 基準密度浮ひょう  四千九百円  イ 基準密度浮ひょ

う 

二千五百五十円  

 ロ 液化石油ガス用基

準浮ひょう型密度計 

 五千二百円  ロ 液化石油ガス用

基準浮ひょう型密度計 

 二千九百円 

六 圧力基準器 
 

六 圧力基準器 
 

 イ・ロ ［略］ ［略］  イ・ロ ［略］ ［略］ 

 ハ 血圧計用基準圧力

計 

 二万百円  ［新設］  ［新設］ 

七～十 ［略］ ［略］ 七～十 ［略］ ［略］ 

十一 濃度基準器  四千九百円 十一 濃度基準器  二千五百五十円 

十二 比重基準器 
 

十二 比重基準器 
 

 イ 目量が〇・〇〇一

未満のもの又は〇・一重

ボーメ度未満のもの 

 四千九百円  イ 目量が〇・〇〇

一未満のもの又は〇・

一重ボーメ度未満のも

の 

 二千五百五十円 

 ロ イに掲げるもの以

外のもの 

 四千九百円  ロ イに掲げるもの

以外のもの 

 二千五十円 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 附 則 

 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。 

  



別紙 No.7 経済産業省告示 第百七十五号 

 計量法施行規則（平成五年通商産業省令第六十九号）第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別

表第四の規定に基づき、経済産業大臣が別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを次のように定める。 

  平成三十年九月六日     経済産業大臣 世耕 弘成   

計量法施行規則第四十一条第一号ただし書及び第三号ただし書並びに別表第四の規定に基づき経済産業大臣が

別に定める場合及び経済産業大臣が別に定めるものを定める件 

 

第一条 計量法施行規則（平成五年通商産業省令第六十九号。以下「規則」という。）第四十一条第一号た

だし書及び第三号ただし書の規定に基づき経済産業大臣が別に定める場合は、次の表の上欄に掲げる規則別

表第四の事業の区分及び中欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に応じ、それぞれ同表の下欄

に掲げるとおりとする。 

規則別表第四の事業の区分 特定計量器その他の器具、機械又

は装置 

経済産業大臣が別に定める場合 

一 濃度 大気中の物質の

濃度に係る事業 

イ 対象物質の分析方法に応じ必

要となる排ガス処理のための装置 

分析を事業所で行わない場合 

  
ロ 対象物質の分析方法に応じ必

要となる排水処理のための装置 

分析を事業所で行わない場合又は有害

物質の処理を処理業者（廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和四十五年

法律第百三十七号）第十四条第十二項

に規定する産業廃棄物収集運搬業者若

しくは産業廃棄物処分業者又は同法第

十四条の四第十二項に規定する特別管

理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特

別管理産業廃棄物処分業者であって、

当該有害物質の運搬又は処分がその事

業の範囲に含まれる者をいう。以下同

じ。）に依頼する場合   
ハ Ｕ字型マノメーター、傾斜型

マノメーター若しくはその他の差

圧計及びピトー管式流速計又は熱

線式流速計 

排ガスの分析を行わない場合 

 
水又は土壌中の

物質の濃度に係

る事業 

イ 非自動はかり 質量を測定する分析を行わない場合  
ロ イオン交換式、逆浸透膜式若

しくは蒸留式の純水製造装置又は

純水 

純水を使用しない場合 

  
ハ 対象物質の分析方法に応じ必

要となる排ガス処理のための装置 

分析を事業所で行わない場合 

  
ニ 対象物質の分析方法に応じ必

要となる排水処理のための装置 

分析を事業所で行わない場合又は有害

物質の処理を処理業者に依頼する場合   
ホ ガラス電極式水素イオン濃度

検出器 

水素イオン濃度を測定しない場合 

  
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度

指示計 

水素イオン濃度を測定しない場合 

二 特定

濃度 

大気中のダイオ

キシン類の濃度

に係る事業 

イ 対象物質の分析方法に応じ必

要となる排水処理のための装置 

有害物質の処理を処理業者に依頼する

場合 

  
ロ Ｕ字型マノメーター、傾斜型

マノメーター若しくはその他の差

圧計及びピトー管式流速計又は熱

線式流速計 

排ガスの分析を行わない場合 

 
水又は土壌中の

ダイオキシン類

の濃度に係る事

業 

対象物質の分析方法に応じ必要と

なる排水処理のための装置 

有害物質の処理を処理業者に依頼する

場合 



三 音圧レベル イ オクターブバンド分析器又は

これと同等以上の性能を有する周

波数分析器若しくはソフトウェア 

周波数分析を行わない場合 

 
ロ 三分の一オクターブバンド分

析器又はこれと同等以上の性能を

有する周波数分析器若しくはソフ

トウェア 

周波数分析を行わない場合 

四 振動加速度レベル 三分の一オクターブバンド分析器

又はこれと同等以上の性能を有す

る周波数分析器若しくはソフトウ

ェア 

周波数分析を行わない場合 

 
第二条 規則別表第四の第二欄にそれぞれ掲げる経済産業大臣が別に定めるものは、次の表の上欄に掲げ

る事業の区分及び中欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に応じ、それぞれ同表の下欄に掲

げるとおりとする。 

規則別表第四の事業の区分 特定計量器その他の器具、

機械又は装置 

経済産業大臣が別に定めるもの 

一 熱量  非自動はかり ひょう量が百グラム以上であって目量又

は感量が一ミリグラム以下のもの 

二 濃度 大気中の物質の

濃度に係る事業 

イ 非自動はかり 目量又は感量が一ミリグラム以下のもの

（排ガスの分析を行う場合は、ひょう量

が百グラム以上のものに限る。） 

ロ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排ガス処理

のための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

ハ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排水処理の

ための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

ニ 温度計 ⑴ 排ガスの分析を行う場合 

 計量範囲が零度から五百度と等しいか

これよりも広いものであって、目量が二

度以下のもの 

⑵ ⑴に掲げる場合以外の場合 

 計量範囲が零度から四十度と等しいか

これよりも広いものであって、目量が二

度以下のもの 

ホ ガスメーター 一時間当たりの使用最大流量が三百リッ

トルまでの範囲の流量を計測することが

できるもの 

水又は土壌中の

物質の濃度に係

る事業 

イ 非自動はかり 目量又は感量が一ミリグラム以下のもの 

ロ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排ガス処理

のための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

ハ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排水処理の

ための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

三 特定濃度 大気中のダイオ

キシン類の濃度

に係る事業 

イ 非自動はかり 目量又は感量が一ミリグラム以下のもの

（排ガスの分析を行う場合は、ひょう量

が百グラム以上のものに限る。） 

ロ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排ガス処理

のための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

ハ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排水処理の

ための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 



ニ 温度計 ⑴ 排ガスの分析を行う場合 

 計量範囲が零度から五百度と等しいか

これよりも広いものであって、目量が二

度以下のもの 

⑵ ⑴に掲げる場合以外の場合 

 計量範囲が零度から四十度と等しいか

これよりも広いものであって、目量が二

度以下のもの 

ホ ガスメーター 一時間当たりの使用最大流量が三百リッ

トルまでの範囲の流量を計測することが

できるもの 

水又は土壌中の

ダイオキシン類

の濃度に係る事

業 

イ 非自動はかり 目量又は感量が一ミリグラム以下のもの 

ロ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排ガス処理

のための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

ハ 対象物質の分析方法に

応じ必要となる排水処理の

ための装置 

有害物質の排出を防ぐことができる性能

を有するもの 

 
四 音圧レベル イ 音圧レベル校正器 日本工業規格Ｃ一五一五（二〇〇四）に規定するクラス

一のもの  
ロ レベルレコーダー又はこ

れと同等の機能を有する装置

若しくはソフトウェア 

三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲にお

いて、五十デシベル以上の音圧レベルを記録できるもの 

 
ハ オクターブバンド分析器

又はこれと同等以上の性能を

有する周波数分析器若しくは

ソフトウェア 

三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を

分析できるもの 

 
ニ 三分の一オクターブバン

ド分析器又はこれと同等以上

の性能を有する周波数分析器

若しくはソフトウェア 

二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数

を分析できるもの 

 
ホ データレコーダー又はこ

れと同等の機能を有する装置

若しくはソフトウェア 

五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、

五十デシベル以上の音圧レベルを記録できるもの（偏差

が正負一デシベル以内のものに限る。） 

五 振動加速度

レベル 

イ レベルレコーダー又はこ

れと同等の機能を有する装置

若しくはソフトウェア 

一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、五

十デシベル以上の振動加速度レベルを記録できるもの 

ロ 三分の一オクターブバン

ド分析器又はこれと同等以上

の性能を有する周波数分析器

若しくはソフトウェア 

一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析でき

るもの 

ハ データレコーダー又はこ

れと同等の機能を有する装置

若しくはソフトウェア 

一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四

十五デシベル以上の振動加速度レベルを記録できるもの

（偏差が正負一デシベル以内のものに限る。） 

   附 則 

 この告示は、平成三十一年二月一日から施行する。 

  



別紙 No.8 経済産業省告示 第百七十六号 

 計量法施行規則（平成五年通商産業省令第六十九号）第九十条の二ただし書の規定に基づき、平成二十一年経

済産業省告示第七十六号（計量法施行規則第九十条の二ただし書に基づく校正手法を定める件）の一部を次のよ

うに改正し、公布の日から施行する。 

  平成三十年九月六日     経済産業大臣 世耕 弘成   

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を

付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも

のは、これを加える。 

改正後 改正前 

規則第九十条第一項の

区分 

校正手法の区分 規則第九十条第一項の

区分 

校正手法の区分 

一～七 ［略］ 一～七 ［略］ 

八   速さの計量器のうち物

体の速さのものを、物体

の速さの標準器との比較

又は速さ以外の複数の物

象の状態の量の測定によ

り校正する手法 

［新設］ ［新設］ 

九～二十五  ［略］ 八～二十四  ［略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

  



別紙 No.9 環境省告示 第七十七号 

 環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条の規定に基づき、平成三年八月環境庁告示第四十六号（土壌

の汚染に係る環境基準について）の一部を次のように改正し、平成三十一年四月一日から施行する。 

   平成三十年九月十八日     環境大臣臨時代理        

国務大臣 齋藤  健 

 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規

定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄

にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。 

 

改正後 改正前 

別表 別表 

項目 環境上の条件 測定方法 項目 環境上の条件 測定方法 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

１，２－ジク

ロロエチレン  

検液１Ｌにつき

0.04㎎以下で

あること。 

シス体にあっては

日本工業規格Ｋ

0125の 5.1、5.2

又は 5.3.2に定め

る方法、トランス

体にあっては日本

工業規格Ｋ0125の

5.1、5.2又は

5.3.1に定める方

法  

シス－１，２－

ジクロロエチレ

ン  

検液１Ｌにつき

0.04㎎以下で

あること。 

日本工業規格Ｋ

0125の 5.1、5.2

又は 5.3.2に定

める方法  

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

備考 備考 

 １～４ （略）  １～４ （略） 

 ５ １，２－ジクロロエチレンの濃度は、日本工業

規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.2より測定されたシ

ス体の濃度と日本工業規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は

5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とす

る。 

 （新規） 

 

付表 付表 

検液は、次の方法により作成するものとする。 検液は、次の方法により作成するものとする。 

１ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素

総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ及びセレンについて

は、次の方法による。 

１ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、

総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ及びセレンについて

は、次の方法による。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 試料の作成  ⑵ 試料の作成 

 採取した土壌を 30℃を超えない温度で風乾し、中

小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕（注１）し

 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土

塊、団粒を粗砕した後、非金属製の２㎜の目のふるい

を通過させて得た土壌を十分混合する。 



た後、非金属製の２㎜の目のふるいを通過させて得

た土壌を十分混合する。 

 ⑶ 試料液の調製  ⑶ 試料液の調製 

 試料（単位ｇ）と溶媒（水（日本工業規格Ｋ0557

に規定するＡ３又はＡ４のものをいう。以下同

じ。））（単位 ml）とを重量体積比 10％の割合で混

合し、かつ、その混合液が 500ml以上となるように

する。 

 試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イ

オン濃度指数が 5.8以上 6.3以下となるようにしたも

の）（単位 ml）とを重量体積比 10％の割合で混合し、

かつ、その混合液が 500ml以上となるようにする。 

 ⑷ 溶出  ⑷ 溶出 

 調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（お

おむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数

を毎分約 200回に、振とう幅を４㎝以上５㎝以下に

調整したもの）を用いて、６時間連続して水平に振

とうする。振とう容器は、溶媒の体積の２倍程度の

容積を持つものを用いる。 

 調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おお

むね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を毎

分約 200回に、振とう幅を４㎝以上５㎝以下に調整し

たもの）を用いて、６時間連続して振とうする。 

⑸ 検液の作成  ⑸ 検液の作成 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分か

ら 30分程度静置後、3,000重力加速度で 20分間遠心

分離した後の上澄み液を孔径 0.45μm で直径 90㎜の

メンブランフィルターで全量ろ過して（注２）ろ液

を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これ

を検液とする。 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分から

30分程度静置後、毎分約 3,000回転で 20分間遠心分

離した後の上澄み液を孔径 0.45μmのメンブランフィ

ルターでろ過してろ液を取り、定量に必要な量を正確

に計り取って、これを検液とする。 

 （注１）土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行

わないこと。 

 （新規） 

 （注２）ろ過時間が 30分以内の場合には、ろ紙の

交換は行わなわず、30分を超える場合には、おおむ

ね 30分ごとにろ紙を交換すること。 

 （新規） 

２ ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレ

ン、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエ

チレン、１，２－ジクロロエチレン、１，１，１－

トリクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタ

ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

１，３－ジクロロプロペン、ベンゼン及び１，４－

ジオキサンについては、次の方法による。 

２ ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、

１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレ

ン、シス－１，２－ジクロロエチレン、１，１，１－

トリクロロエタン、１，１，２－トリクロロエタン、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、１，３

－ジクロロプロペン、ベンゼン及び１，４－ジオキサ

ンについては、次の方法による。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ⑶ 試料液の調製  ⑶ 試料液の調製 

 あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラ

スコに試料（単位ｇ）と溶媒（水）（単位 ml）とを

重量体積比 10％の割合となるようにとり（注１）

（注２）、速やかに密栓する。このとき、混合液が

500ml以上となるようにし、かつ、混合液に対するね

 あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラス

コに試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素

イオン濃度指数が 5.8以上 6.3以下となるようにした

もの）（単位 ml）とを重量体積比 10％の割合となるよ

うにとり（注１）（注２）、速やかに密栓する。この



じ口付三角フラスコのヘッドスペースができるだけ

少なくなるようにする。 

とき、混合液が 500ml以上となるようにし、かつ、混

合液に対するねじ口付三角フラスコのヘッドスペース

ができるだけ少なくなるようにする。 

 ⑷ （略）  ⑷ （略） 

 ⑸ 検液の作成  ⑸ 検液の作成 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分か

ら 30分程度静置後、上澄み液を共栓付試験管に分取

し、定量に必要な量を正確に計り取って、これを検

液とする（注４）。 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分から

30分程度静置後、ガラス製注射筒に静かに吸い取り、

孔径 0.45μm のメンブランフィルターを装着したろ紙

ホルダー（用いるメンブランフィルターの直径に適合

するものであってステンレス製又はこれと同等以上の

材質によるもの）を接続して注射筒の内筒を押し、空

気及び始めの数 mlを排出し、次に共栓付試験管にろ液

を分取し、定量に必要な量を正確に計り取って、これ

を検液とする（注４）。 

 （注１）～（注３） （略）  （注１）～（注３） （略） 

 （注４）上澄み液の分取後測定までの操作中、測

定の対象とする物質が損失しないように注意するこ

と。 

 （注４）ろ液の分取後測定までの操作中、測定の対

象とする物質が損失しないように注意すること。 

３ 有機燐、チウラム、シマジン及びチオベンカル

ブについては、次の方法による。 

３ 有機燐、チウラム、シマジン及びチオベンカルブ

については、次の方法による。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 試料の作成  ⑵ 試料の作成 

 採取した土壌を 30℃を超えない温度で風乾し、中

小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕（注１）し

た後、非金属製の２㎜の目のふるいを通過させて得

た土壌を十分混合する。 

 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土

塊、団粒を粗砕した後、非金属製の２㎜の目のふるい

を通過させて得た土壌を十分混合する。 

 ⑶ 試料液の調製  ⑶ 試料液の調製 

 試料（単位ｇ）と溶媒（水）（単位 ml）とを重量

体積比 10％の割合で混合し、かつ、その混合液が

1,000ml以上となるようにする。 

 試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イ

オン濃度指数が 5.8以上 6.3以下となるようにしたも

の）（単位 ml）とを重量体積比 10％の割合で混合し、

かつ、その混合液が 1,000ml以上となるようにする。 

 ⑷ 溶出  ⑷ 溶出 

 調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（お

おむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数

を毎分約 200回に、振とう幅を４㎝以上５㎝以下に

調整したもの）を用いて、６時間連続して水平に振

とうする。振とう容器は、溶媒の体積の２倍程度の

容積を持つものを用いる。 

 調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おお

むね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を毎

分約 200回に、振とう幅を４㎝以上５㎝以下に調整し

たもの）を用いて、６時間連続して振とうする。 

 ⑸ 検液の作成  ⑸ 検液の作成 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分か

ら 30分程度静置後、3,000重力加速度で 20分間遠心

分離した後の上澄み液を孔径 0.45μm で直径 90㎜の

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分から

30分程度静置後、毎分約 3,000回転で 20分間遠心分

離した後の上澄み液を孔径 0.45μmのメンブランフィ



メンブランフィルターで全量ろ過して（注２）ろ液

を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これ

を検液とする。 

ルターでろ過してろ液を取り、定量に必要な量を正確

に計り取って、これを検液とする。 

 （注１）土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行

わないこと。 

 （新規） 

 （注２）ろ過時間が 30分以内の場合には、ろ紙の

交換は行わなわず、30分を超える場合には、おおむ

ね 30分ごとにろ紙を交換すること。 

 （新規） 

４ ふっ素及びほう素については、次の方法によ

る。 

４ ふっ素及びほう素については、次の方法による。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 試料の作成  ⑵ 試料の作成 

 採取した土壌を 30℃を超えない温度で風乾し、中

小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕（注１）し

た後、非金属製の２㎜の目のふるいを通過させて得

た土壌を十分混合する。 

 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土

塊、団粒を粗砕した後、非金属製の２㎜の目のふるい

を通過させて得た土壌を十分混合する。 

 ⑶ 試料液の調製  ⑶ 試料液の調製 

 試料（単位ｇ）と溶媒（水）（単位 ml）とを重量

体積比 10％の割合で混合し、かつ、その混合液が

500ml以上となるようにする。 

 試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イ

オン濃度指数が 5.8以上 6.3以下となるようにしたも

の）（単位 ml）とを重量体積比 10％の割合で混合し、

かつ、その混合液が 500ml以上となるようにする。 

 ⑷ 溶出  ⑷ 溶出 

 調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（お

おむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数

を毎分約 200回に、振とう幅を４㎝以上５㎝以下に

調整したもの）を用いて、６時間連続して水平に振

とうする。振とう容器は、ポリエチレン製容器又は

測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容

器で溶媒の体積の２倍程度の容積を持つものを用い

る。 

 調製した試料液を常温（おおむね 20℃）常圧（おお

むね１気圧）で振とう機（あらかじめ振とう回数を毎

分約 200回に、振とう幅を４㎝以上５㎝以下に調整し

たもの）を用いて、６時間連続して振とうする。振と

う容器は、ポリエチレン製容器又は測定の対象とする

物質が吸着若しくは溶出しない容器を用いる。 

 ⑸ 検液の作成  ⑸ 検液の作成 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分か

ら 30分程度静置後、3,000重力加速度で 20分間遠心

分離した後の上澄み液を孔径 0.45μm で直径 90㎜の

メンブランフィルターで全量ろ過して（注２）ろ液

を取り、定量に必要な量を正確に計り取って、これ

を検液とする。 

 ⑴から⑷の操作を行って得られた試料液を 10分から

30分程度静置後、毎分約 3,000回転で 20分間遠心分

離した後の上澄み液を孔径 0.45μmのメンブランフィ

ルターでろ過してろ液を取り、定量に必要な量を正確

に計り取って、これを検液とする。 

 （注１）土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行

わないこと。 

 

 （注２）ろ過時間が 30分以内の場合には、ろ紙の

交換は行わなわず、30分を超える場合には、おおむ

ね 30分ごとにろ紙を交換すること。 

 



 

 


