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NMIJ 国際計量標準シンポジウム 2018
「新時代を迎える計量基本単位 -SI定義改定のインパクト-」

～計測標準フォーラム第15回講演会共催～



過去の講演会/Previous symposiums
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新時代を迎える計量基本単位
—新SI最新動向—(2016. Feb.20)

ユーザーにとって改定前後で計測結果は
変わらない /Consistency of the measurement
results before/after the redefinition.

• 定義改定がもたらすメリット/Benefits 
provided by the redefinition

• 2018年以降に考えられる改定（秒）
/Redefinition after 2018: second

新時代を迎える計量基本単位
－新SIと将来技術－(2016. Sep.29)



改定の詳細情報/More info.
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https://www.nmij.jp/
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今回の講演会のねらい
/Aims of this symposium

• 定義改定に向けた2017年の進捗/ Progress in 2017 towards the 
redefinition

• 新しい基本単位定義のコンセプト/ Concept of the new definition of 
the fundamental units

• 定義改定に向けた今後の予定/ Steps and timescale to redefinition

• 定義改定への日本の貢献/ Contribution to redefinition by NMIJ

• 今後の課題：教育界への情報提供、産業界への貢献/ Future 
subjects: Information to education, Impact to industries



プログラム/Contents
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• The Meter Convention and the future of the SI

Dr. Martin J.T. Milton, 国際度量衡局/ BIPM
• 中等教育の現場における国際単位系(SI)の重要性

渡部 智博先生 （立教新座中学校・高等学校secondary education）

• プランク定数にもとづくキログラムの新しい定義

藤井 賢一 （産総研/NMIJ）
• 製薬会社から見た微小質量計測技術への期待

鈴村 謙一様（アステラス製薬株式会社 Pharmaceutical Industry)
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基礎定数または常用定数に
基づく定義:

• 長さ (c：光速)
• 電流 (µ0真空の透磁率)
• 光度 (Kcd：視感効率)

物質定数に基づく定義:
• 時間 (133Cs)
• 温度 (H2O)
• 物質量(12C)

原器に基づく定義:
• 質量 (IPK：国際原器)

基本7単位と現在の定義/Present definition
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定義改定後の基本7単位/Future definition
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基礎定数または常用定数に
基づく定義:

• 長さ (c：光速)
• 質量(h：プランク定数)
• 電流 (e：電気素量)
• 光度 (Kcd：視感効率)
• 温度 (k ：ボルツマン定

数)
• 物質量(NA ：アボガドロ

定数)

物質定数に基づく定義:
• 時間 (133Cs)

原器に基づく定義:
• 無し



定義改定に向けた今後の予定
/Steps and timescale to redefinition
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• 2017年10月 国際度量衡委員会による定義改定の条件確認と関係する
CODATA基礎物理定数の承認

2017. Oct. The CIPM noted the conditions for the redefinition are now met. Authorized the 
publication of the final numerical values for the defining constants by CODATA.

• 2018年2月 決議案の公表
2018. Feb. Distribution of the draft convocation

• 2018年11月 国際度量衡総会における決議
2018. Nov. Decision at the CGPM

• 2019年5月20日(予定) 新しい定義の適用
expected to come into force on 20 May 2019

• 定義改定前後で計測の一貫性は維持されます。殆どのユーザーにとって定義
改定を意識する事はないでしょう。
Ensure a smooth transition to the four revised definitions. Most users will not 
notice the change.
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