
は じ め に

このたび筆者は産業技術総合研究所（産総研）の国

際法定計量担当者として、2010年（平成22年）９月

に開催された第45回CIML委員会および第17回

APLMF（アジア太平洋法定計量フォーラム）総会に

参加する恵まれた機会を与えられた。ここに、参加者

を代表してこれらの国際会議の概要を報告する。

第 回国際法定計量委員会（CIML委員会）

の報告

. 会議の概要

国際法定計量委員会（CIML委員会と略称）は

OIML（国際法定計量機関）の最高決議機関である国

際法定計量会議（OIML総会と略称）を補佐する役

割があり、各国１名のCIML委員によって構成され

ている。そしてOIMLやCIML委員会を事務局とし

て支えるのがBIML（国際法定計量事務局）である。

CIML委員会はOIML加盟国において毎年開催され

ており、４年に一回開催されるOIML総会に備えて

OIML文書の承認や重要案件の審議を行っている。

第13回OIML総会は2008年にシドニーで開催され

たため、今回は前回のケニアに続いてCIML委員会

のみの開催となった。

第45回CIML委員会は、米国フロリダ州のオーラ

ンド郊外にあるダブルツリー・ホテルにおいて2010年

９月21日から24日までの日程で開催された。また会

議の前後には、CIML委員会以外の集会やセミナー

も開催された。CIML委員会の集合写真を写真①に、

これらの一連の集会のスケジュールを表①に示す。
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現在のOIML加盟国は、正加盟国57カ国、準加盟

国55カ国である。会議終了後に事務局が公表した参

加者リストによると、第45回CIML委員会への参加

者は正加盟国41カ国86名、準加盟国13カ国23名、

オブザーバー17名、名誉会員３名、国際機関４名、

個人参加５名、BIML４名の合計142名であった。

うち我が国からは、経済産業省の永見工業専門職、産

総研から三木計量標準総合センター代表（CIML委

員)、根田法定計量技術科長、そして筆者の合計４名

が参加した。以下にCIML委員会の概要を報告する。

. 運営委員会と地域機関円卓会議

OIMLではCIML委員長を補佐するために委員長

から任命された運営委員（現在12名）で構成される

運営委員会（PC：Presidential Council）を組織して

おり、三木CIML委員もメンバーの一人である。通

常、運営委員会の会合は、CIML委員会の直前と、

その半年前の年２回開催されており、今回も前日の

20日に運営委員会が開催された。通常、運営委員会

にはCIML委員長、運営委員とBIML職員が参加し、

OIMLの長期戦略や国際相互承認制度、技術管理、

人事・財政等の重要事項について議論を行う。

また20日には例年どおり地域計量機関円卓会議が

開催された。この会議にはWELMEC（欧州法定計

量協力機構),APLMF, APMP（アジア太平洋計量

計画),AFRIMETS（アフリカ内計量システム）な

ど約30名の地域計量機関の代表が参加し、今回は

APLMF議長のPu Changcheng氏（中国）を議長と

して議論が行われた。主な議題は、円卓会議のToR

（付託条件）の改訂、OIML勧告とWTO-TBT 協定

との関係、研修に関するWG（作業部会）の設立と

ウエッブサイトを利用した地域計量機関との研修資料

の共有、研修を主目的とした国際機関（UNIDO,

APEC等）の予算獲得などであった。

. CIML委員会・開会式

21日午前にCIML委員会の開会式が行われた。ま

ずCIML委員長のAlan Johnston氏（カナダ計量局）

が挨拶を行い、続いてホスト国である米国から、

Charles Ehrlich氏（NIST：米国標準技術研究所／

CIML委員)、James Olthoff氏（NIST)、Tim Tyson

氏（NCWM：米国計量会議・議長）が挨拶を行った。

. リエゾン（他機関との協力）

BIML局長である Jean-Francois Magana氏が

BIPM（国際度量衡局）との連携に関する報告を行っ

た。これに対して一部のメンバーから、停滞気味の

BIPM との連携に関する質問や、連携に関する更な

る情報提供の要望があった。その結果、臨時WGを

構成して検討を続け、BIPM との連携に関する報告

書を次回CIML委員会に提出することとなった。

ILAC（国際試験所認定協力機構）および IAF（国

際認定フォーラム）との連携については、Randy
 

Dougherty氏（ILAC議長）より、これらの機関の

活動状況、OIMLとの連携、法定計量分野における

技術専門家の供給に関する協力関係について報告があ

った。決議として、連携関係を維持し法定計量におけ

る認定や適合性評価について検討を続けることを確認

した。なお一部の加盟国からは、連携対象となる分野

や制度に関する具体的な情報提供への要望があった。

ISO（国際標準化機構）および IEC（国際電気標準

会議）との連携については、Magana氏から報告が

あった。決議としてCIML委員会は、OIML技術委

員会（TC）と密接な関係にある ISO/IEC技術委員

会の活動および双方の技術委員会の対応関係について、

ISO/IECの状況をCIML委員にも伝えるように指示

した。また IEC代表のTimothy Rotti氏からは活動

報告もあった。

WTO-TBT（世界貿易機関－貿易の技術的障壁）
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表①：第 回CIML委員会および関連集会のスケジュール（ 年 オーランド)

午 前

午 後

＊1PC委員のみ。 ＊2原則として地域計量機関代表のみ。

９月20日(月) ９月21日(火) ９月22日(水) ９月23日(木) ９月24日(金)

運営委員会

(PC)

CIML委員会

（１/５）

CIML委員会

（３/５）

セミナー：

米国における計量

CIML委員会

（５/５）

地域機関

円卓会議

CIML委員会

（２/５）

CIML委員会

（４/５）

オプショナル・

ツアー



協定に関する連携については、連携状況を随時

CIMLメンバーに通知することを確認した。さらに

各加盟国のWTO代表との連携関係を持続すること

を確認した。

国際食品規格委員会（CODEX Alimentarius）に

関しては、包装商品や商品ラベル表示に関する

OIML TC6（包装商品）との連携状況に関する報告

があった。これらの案件に関しても、連携状況を随時

CIMLメンバーに通知することが確認された。

BIPM（国際度量衡局）のAndy Henson氏からは、

CIPM（国際度量衡委員会）議長の交代、ILACとの

連携、特定の人工物に依存しない新しい質量の量子標

準の開発などに関する近況報告があった。

さらにUNECE（国連欧州経済委員会）やCECIP

（欧州はかり製造事業者協同組合）との連携に関する

報告があった。うちCECIPのVeronika Martens氏

からは活動報告も行われた。

. OIMLの人事問題

現CIML委員長である Johnston氏は2011年の

CIML委員会で６年の任期が終了する。そのため、

今回のCIML委員会において委員長選挙が行われた。

最終日の投票に先立って、次期CIML委員長に立候

補した Johnston氏、Grahame Harvey氏（オースト

ラリアNMIA)、Peter Mason氏（英国）の３名が所

信表明演説を行った。その後、最終日にCIML委員

のみが参加して委員長の選挙が行われた結果、初回投

票でMason氏と Johnston氏が残り、２回目の投票

で多数票を集めたPeter Mason氏が次期CIML委員

長に選出された。

Peter Mason氏は英国のCIML委員で、国立計量

局（NMO/National Measurement Office）の最高責

任者でもある。同氏の任期は、2011年のCIML委員

会から始まる６年間である。参考までに、今回の一連

の人事を表②に示す。ちなみに今回の委員会において、

我が国は欠席したスリランカから代理国として指名さ

れたため、全ての投票において合計２票を投じること

ができた。

２名のCIML副委員長については、2010年３月に

第一副委員長であった南アフリカのCarstens氏が任

期途中で辞任しため、今回のCIML委員会で後継者

の選挙が行われた。選挙に先立って、第一副委員長が

辞職した場合の後継者の選出方法に関して審議が行わ

れ、BIMLは第二副委員長であるHarvey氏を自動

的に第一副委員長に昇格させることを提案した。しか

し２名の副委員長の役割の違いなどについて加盟国か

ら反論があり、結局第一と第二副委員長の任命につい

ても選挙で決定することとなった。OIML規約では、

第一副委員長のみが委員長不在の場合にその職務を代

行できる。

この決定を受けて副委員長候補であるRoman
 

Schwartz氏（ドイツPTB）とPhilippe Richard氏

（スイスMETAS）が所信表明演説を行った後、最終

日に副委員長選挙が行われた。まず２名の候補者に対

する投票の結果、Schwartz氏が副委員長に選ばれた。

さらに２名の副委員長から第一副委員長を選ぶための

投票が行われ、Harvey氏が第一副委員長に指名され

た。

最後の人事案件は、任期が2010年末で終了する

BIML事務局長であった。CIML運営委員会は事前

に選考委員会を組織し、米国のStephen Patoray氏

を次期BIML事務局長候補として推薦した。22日に

期間（年月)

表②：第 回CIML委員会前後のOIMLの人事異動

CIML委員長 第一副委員長 第二副委員長 BIML事務局長

→2010.3

Mr.Alan
 

Johnston

(カナダ)

Mr.Stuart Carstens

（南アフリカ） Dr.Grahame Harvey

(オーストラリア)
Mr.Jean-Francois

 
Magana

(フランス)

2010.4-9

(CIML45)

2010.10-12

2011.1-9

2011.10→

(CIML46)

Mr.Peter Mason

(英国)

空 席

Dr.Grahame
 

Harvey
 

Dr.Roman
 

Schwartz

(ドイツ)
Mr.Stephen Patoray

(米国)
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はPatoray氏が一部フランス語を交えて所信表明演

説を行い、最終日には信任投票が行われた。その結果、

Patoray氏が有効票を集めて次期事務局長に指名さ

れた。同氏の任期は、2011年１月より始まる５年間

である。また委員会は同氏に対してフランス語の使用

を要求した。ちなみにPatoray氏は現在、米国ノー

スカロライナ州の認証コンサルタント有限会社に所属

しているが、以前はNCWM においてNTEP（米国

型式承認制度）を担当した経験もある。

. 加盟国および準加盟国

ギニアはOIML正加盟国であったが、会費滞納の

ため1990年に加盟国から抹消され、それ以降も滞納

金を払っていない。2010年に同国は準加盟国として

の再加盟と負債取消しを求める手紙をBIMLに送っ

た。委員会での議論の結果、滞納金を理由にギニアの

申請は却下された。また前回のCIML委員会以降の

新しい加盟国は無かった。

. 開発途上国の活動

OIMLの途上国ファシリテータであるEberhard
 

Seiler氏（ドイツPTB）から途上国支援活動に関す

る報告が行われた。同氏はOIML文書の利用により、

途上国における法定計量分野の法体系と社会基盤の整

備を促進させることを提案した。そして政府機関や一

般市民の計量の重要性に対する認識不足が社会基盤整

備の障害になっているため、OIML文書と整合した

包括的なガイド文書を供給する必要があると指摘した。

さらに先進国に合わせて準備された国際勧告や規格は、

そのままでは途上国に適用できないという問題点も指

摘された。これに対してニュージーランド代表から、

APLMFが作成している途上国のためのガイド文書

の紹介があった。

またSeiler氏は、2008年のCIML委員会で創設さ

れた「法定計量に対する顕著な貢献賞」の二回目の受

賞者として、タイのCBWM（中央度量衡局）を選定

したことを発表した。しかしタイ代表が欠席したので、

その場で表彰状は授与されなかった。

. 事務局（BIML）の活動

事務局長のMagana氏より活動報告が行われた。

その概要は、最近の人事問題、OIML文書の改訂状

況、他機関との連携、財政問題であった。人事に関し

てはSamuel Just氏が、2010年１月に技術者の地位

を辞した。また長年OIML証明書やMAA制度に携

わってきたRegine Gaucher氏は、2010年９月に

BIMLへの出向を終えた。これに対して、米国から

Gaucher氏辞任後のTC3/SC5（適合性評価）への

継続的な支援の要望があった。Gaucher氏の後継者

については、事務局は複数の候補者と面談した後、ウ

ルグアイ技術研究所（LATU）のLuis Mussio博士

を採用することになった。Just氏の後継者について

は未定である。

. 技術活動

委員会は事前に提案された決議案に従って、表③に

示す出版物・作業項目の承認を行った。

. 型式適合性（CTT）に関する新規作業項目

型式適合性 (CTT/Conformity to Type)とは一般

に、国家当局の型式承認を受けた後に大量生産される

計量器が、個別に型式承認基準に適合していることを

保証するための計量管理体系を意味する。2010年前

半にオーストラリアから、型式適合性に関する新たな

作業項目をOIMLで立ち上げるための提案があった。

BIMLは、この案件について事前に運営委員会と全

CIML委員に意見を聞いたが、米国や日本を始めと

する加盟国から反対または時期尚早との意見が提出さ

れた。今回のCIML委員会でも、CTT適合マークを

付与するための認証制度、実施体制、コスト問題など、

具体的な運営について活発な議論があった。また

CECIP代表は製造事業者の見地から、CTTが追加コ

ストによる自由競争への障害となるという懸念を示し

た。その一方ではロシアからは、既に国内である種の

CTT制度を運用しているというコメントもあった。

その場ではこの作業項目の開始に対する合意が得ら

れなかったため、まず2011年のCIML委員会で

CTTセミナーを開催し、そのセミナーの結果が明ら

かになるまで決断を延期することとなった。また

BIMLは、このセミナーを準備する臨時WGを組織

することとなった。

. MAA制度

2003年に発足したMAA（型式評価国際相互受入
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れ取決めの枠組み）制度は、現在R49（水道メータ

ー),R60（ロードセル),R76（非自動はかり）の３

つのカテゴリで運用されている。

BIMLの報告によると、これらの３つのカテゴリ

について、発行されたOIML証明書の中でMAA証

明書の占める割合が着実に増加した。また2006年に

署名されたR60およびR76のDoMC（相互信頼宣

言書）は、４年ごとの更新スケジュールから2010年

までに再審査を行う予定であった。しかし2009年の

R60/R76のCPR（参加資格審査委員会）は更新時

期を2011年９月まで延期することを決定した。R49

についても、DoMC更新期限である2011年11月に

向けて再審査プロセスを開始する。

さらに第44回CIML委員会以降、BIMLはR51

（自動捕捉式計重装置)、およびR117（水以外の液体

用動的計量システム）に関する二つのDoMCを立ち

上げようとした。しかしR51については、発行型参

加機関の応募数が不十分であったために実施できなか

った。またR117についても、自動車用燃料油メータ

ーに限定したDoMCへの着手は承認されたが、具合

的発足には至っていない。そのためBIMLは、加盟

国に対してMAAの新カテゴリへの参加の意向につ

いて調査を行った。さらに計量機関や製造事業者に

MAA制度への参加を奨励するための小冊子を作成し、

今回のCIML委員会で参加者に配布した。

一方で、MAAや基本証明書制度の枠組みを規定す

る文書であるB3（計量器のOIML証明書制度）お

よびB10（型式評価国際相互受入れ取決めの枠組み）

については、大幅な改訂作業が進められており、2010

年10月にパリで開催されたTC3/SC5会議において

別途議論が行われた。

. 包装商品の認証制度

MAAに関する議論の後、OIMLが提唱している新

しい包装商品の相互認証制度（ISCP／旧 IQマーク

制度）に関する話題がBIMLより提供された。これ

に対しては既存の国内制度との不整合や新たなコスト

負担を理由に、米国、ドイツ、オランダ、スイスから

改めて ISCP制度の設立に反対する旨のコメントがあ

った。これに対してBIMLは ISCPが任意制度であ

ることを強調し、さらにこの案件に関しては2011年

４月に東京で予定されているTC6会議で引き続き議

論するという回答があった。

. 技術作業指針の改訂

技術作業指針（B6-1）はOIML技術活動全体の

表③：第 回CIML委員会で決議されたOIML 書

技術委員会 文書番号 文書名・案件名（現行版の発行年） 決 議

TC17/SC1 R92 木材用水分計－検定方法と装置：一般規定（1989年）

現在の文書を承認

TC15/SC2 R127
材料および製品の電離放射線加工処理に用いるラジオクロミック・フィル

ム線量計測システム（1999年）

TC15/SC2 R131
材料および製品の電離放射線加工処理に用いるPMMA線量計システム

（2001年）

TC15/SC2 R132
材料および製品の電離放射線加工処理に用いるアラニンEPR線量計シス

テム（2001年）

TC11/SC2 R133 ガラス製温度計（2002年）

TC16/SC2 R100 水中の金属汚染物質測定用原子吸光度計システム（1991年）
勧告案（DR）を

オンライン投票へ提出

TC9/SC2 R106-1 自動貨車掛 第1部：計量技術要求事項と技術要求事項－試験（1997年） 改訂勧告案(DR)を再度

オンライン投票へ提出TC3/SC2 D16 計量管理の確保の原則（1986年）

TC3/SC5 D29
ISO/IECガイド65を計量器認証機関の評価に適用するためのガイドライ

ン（2008年）

作成中の ISO 17065

に準拠した改訂作業

開始を承認

TC11/SC2 標準化熱電対に関する作業項目（プロジェクト２） 作業項目の廃止
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枠組みを決める基本文書である。現在の文書は1993

年に発行され、臨時WGを組織して、この文書を大

幅に改訂するための作業が続いている。技術作業指針

の改訂草案は委員会の前に全CIML委員に送付され、

2010年８月にこれに対する加盟国のコメントが

BIMLへ回答された。まずBIMLから、改訂される

技術作業指針によって新たに提案される技術委員会の

構成に関する説明があった。その要点は次の通りであ

った。

(1)現在の技術委員会（TC）と小委員会（SC）によ

るピラミッド構造を廃止し、各OIML文書に対

応したTCのみのフラットな構造とする。

(2)合計200以上にもなる新しい技術委員会は、計量

分野や主要テーマによるグループに分類される。

(3)技術委員会を管理するため、新たにTMC（技術

運営委員会）を組織する。TMCはCIML委員

で構成され、メンバーは定期的に見直す。

(4)ガイドを除く全てのOIML文書について、勧告

（R）のための最も厳しい単一承認手続きを採用。

このBIMLの提案に対しては、米国、ドイツ、ブ

ラジル、オランダ、日本などから強い反対意見も含め

たコメントが提出され、活発な議論となった。主要論

点は、フラット化と効率化の因果関係、TC/SCの知

識や経験の継承、関連するTC/SC相互の連携、

TMCの役割と運営などであった。結局、会議では技

術作業指針の改定案を承認することができず、BIML

は指針を再度改定して次回CIML委員会で審議する

こととなった。

. 財政問題

2008年の会計報告は第44回CIML委員会で承認

されず、2009年の会計報告とともに承認が今回の

CIMLへ持ち越された。BIMLの会計報告によると、

決算額は予想された額の半分ではあったがプラスに転

じた。また旅費は事務局活動の増大のため予算額を上

回ったので、2010年度は優先順位を付けて旅費の計

画を立てた。この報告に基づき委員会は、2008年お

よび2009年の会計報告を承認し、報告書を第14回

OIML総会に提出するように指示した。

またBIMLは、2009年７月および2010年２月に

実施された財務および経営監査、およびこれらの結果

に対して事務局が講じた改善措置と改善計画について

報告を行った。これに対して委員会は、監査報告書と

それに対するBIMLコメントをCIML委員に送付し、

指摘事項に対する改善措置を継続し、さらに次回の

CIML委員会で経過を報告することを求めた。

さらにBIMLはMason氏（英国）およびRichard

氏（スイス）と協力して年金制度に関する報告書を作

成した。この報告書は、財務・職員規則を改訂して

OIML年金制度に IPSAS（国際公会計基準）規則を

適用することを提言した。これに従ってOIMLの全

資産を再評価した結果、資産が負債を大きく上回り、

年金のための追加分担金は必要ないことが判明した。

この報告を受けて委員会は、第14回OIML総会に

2008年と2009年の会計報告書を提出し、IPSAS規

則の適用をOIML財務規則に含めることを提案した。

これら一連の報告に対して、我が国の三木CIML

委員はBIMLの財政管理をより厳格に行い、財源と

なっている各国の分担金を有効活用することを要望し

た。この意見に対しては、他の加盟国からも賛同する

旨のコメントがあった。

. 次回CIML委員会

第46回CIML委員会は、チェコのプラハにおいて

2011年10月に開催することが承認され、チェコ代表

が開催地の紹介を行った。また2012年の第47回

CIML委員会と第14回OIML総会については、ルー

マニアがホストを提案した。

. ホスト国によるセミナー

23日午前には、米国の主催により以下のテーマと

講演者によるセミナーが行われた。

(1)米国計量制度におけるNCWM の役割：

D.Onwiler氏（NCWM 事務局長）

(2)米国の法定計量制度－製造事業者の視点：

D.Flocken氏（米国メトラー・トレド(株)）

(3)NCSLI（Nat.Conf.Std.Lab.Int.）紹介：

C.Hockert氏（NIST／元NCSLI議長）

(4)計測と判断－コストとリスク：S.Mimbs氏

（NASA）

(5)ケネディー宇宙センターにおける計測に関わる話

題：R.Youngquist氏（NASA）
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. その他

委員会最終日にCIML委員長よりOIML功労賞が、

Nicolai Zhagora博士（ベラルーシ)、Heinz Waller-

us博士（ドイツ)、Brian Beard氏（南アフリカ）に

授与された。また23日午後にはホスト主催のオプシ

ョナル・ツアーが企画され、希望者がオーランド郊外

にあるNASA（米航空宇宙局）のケネディー宇宙セ

ンターを訪問した。

第 回アジア太平洋法定計量フォーラム

（APLMF）総会の報告

. 会議の概要

第17回APLMF総会および作業部会（WG）総会

は、CIML委員会に先立って2010年９月13日(月)

から16日(木)の日程でカナダ・ブリティッシュコロン

ビア州のビクトリアにあるホテル・デルタ・ビクトリ

ア・オーシャンポイントで開催された。この日程のう

ち13日にはWG主査会議と執行委員会が、14日に

WG総会が、15～16日には総会が開かれた。この一

連の会議のホスト機関は、カナダ計量局（Measure-

ment Canada）が担当した。

他機関からの参加やオブザーバーを含めた参加者総

数は、合計17経済圏から56名であった。このうち、

合計20のAPLMF正加盟経済圏からは14の経済圏

が出席し、６つの準加盟経済圏からの参加者は無かっ

た。この会議の集合写真を写真②に示す。

我が国からは、前述のCIML委員会への出席者に

産総研の大岩力学計測科長（APLMF執行委員）を

加えた合計５名が参加した。中国からは、APLMF

議長でありAQSIQ（国家質量監督検疫総局）副大臣

でもある蒲長城（Pu Changcheng）氏を筆頭に、事

務局員など多くのメンバーが参加した。第17回総会

の名誉議長は、カナダ計量局地方支所長のGlenn
 

Armstrong氏が担当した。さらに加盟国以外から

BIML、AFRIMETS、APLAC（アジア太平洋試験

所認定協力機構）の代表が参加した。

. 作業部会（WG）主査会議

APLMFでは特定の分野ごとに時限的な作業部会

（WG）を組織して活動を行っている。現在は７つの

WGがあり、うち農産物の品質計測WGの主査を筆

者が担当している。通常は総会前日にWG総会のみ

が開催されるが、今回は初めての試みとして、WG

総会の前にWG主査会議が設定された。その主な目

的は、APEC（アジア太平洋経済協力）のTILF（貿

易及び投資の自由化及び円滑化基金）予算を用いた研

修計画についてWG主査のみで検討を行うことにあ

る。WG主査会議では研修WG主査の Marian
 

Haire氏 (オーストラリアNMIA)と事務局(Zhang
 

Chao氏）の司会のもとに、次期研修計画に関する議

写真②：第 回APLMF総会の集合写真（事務局提供)
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論が行われ、以下の原案が提案された。

(1)コリオリ式質量流量計の検定（シンガポール提

案）

(2)大容量流量計の検定システム（ニュージーランド

提案）

(3)計量器に対するAPLMF域内の標準検定手法

（オーストラリア提案）

(4)二国間研修（特定国から研修生を招待し小規模な

研修を行う／カナダ提案）

(5)耳式体温計セミナー（台湾提案）

(6)計量器ソフトウェア・ワークショップ（中国提案）

(7)穀物水分計研修（日本提案）

会議ではこれらの提案の優先順位やAPECへの提

案方法について議論があった。事務局からは、APEC

予算の事前審査と事後評価が厳しくなっており、

APECの目的に合致した具体的な提案が求められて

いるという報告があった。また研修後の評価体制や、

参加候補者の事前選考の必要性についても議論が行わ

れた。

. 作業部会（WG）総会

ホスト代表であり、CIML委員長でもある John-

ston氏による挨拶の後、筆者とHaire氏の司会によ

り、７つのWGについてWG総会が開催された。

研修運営WG（オーストラリア）では、主査の

Haire氏から前回総会以降に開催された研修の報告が

あった（表④参照)。さらにWG主査会議での議論に

基づき、APECに申請する研修計画の原案にについ

て各WG主査から概要説明があった。しかし具体的

なAPECへの提案課題については合意には至らず、

引き続きWG主査と事務局で検討を続けることにな

った。なお今回APECに提案する課題が認められた

場合でも、その実施時期は早くて2011年後半となる

見込みである。またAFRIMETS代表からは、

APLMF域外からの研修参加に関する要望もあった。

包装商品に関するWGでは主査のBrian Waltham

氏（ニュージーランド）から報告があり、この分野で

のOIMLにおける状況、即ちR79やR87の改訂や

ISCP制度の検討に関する報告があった。

ユーティリティ・メーターに関するWGでは主査の

Gilles Vinet氏（カナダ）から、2010年に実施したガ

スメーター研修、および電力計に関するOIML R46

の検討状況に関する報告があった。さらに以前行った

ユーティリティ・メーター調査の更新に関する報告も

あった。

相互承認（MRA）に関するWGでは、主査の

Ehrlich氏（米国）より、最近のOIMLにおける

MAAの進展状況に関する報告があった。さらに前回

総会で提案したAPLMF域内でのMAAに関する調

査のフォローアップについては、大岩氏（産総研）の

提案に基づいて質問事項を改訂し、再度調査を行うこ

ととなった。

医療計測器に関するWGでは、主査代理のBrian
 

Shu氏（台湾）から、健康に対する意識の高まりに

応じた血糖値測定に関するニーズと、そのための計測

トレーサビリティーや計量管理に関する報告があった。

さらに耳式体温計に関するセミナー実施の提案もあっ

た。

研 修 題 目 開 催 地 日 程 講 師

ガスメーター研修 中国、重慶 2010/４/13－16 カナダ

大型はかり研修
インドネシア、

バンドン
2010/７/７－10

オーストラリア、

中国

質量流量計研修 シンガポール 2010/７/６－９ オランダ

計量器ソフトウェア・ワークショップ タイ、バンコク 2010/８/３－６

ドイツ、中国、

インドネシア、

日本、タイ、他

2011年以降の研修テーマ案（参考）：質量流量計、大容量流量計、

二国間研修、標準検定手法、耳式体温計、計量器ソフトウェア、

穀物水分計研修

未定 2011年以降 未定

表④：APLMF研修（ 年以降)
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農産物の水分計測に関するWGでは、筆者が

OIML TC17/SC1（水分計）およびTC17/SC8（農

産物の品質）の活動状況に関する報告を行った。さら

にAPLMF地域からの根強い要望に応えて、相手国

予算による穀物水分計研修の計画を提案した。

計測システム管理WGでは、主査のYang Youtao

氏（中国）から、新たな３つのAPLMFガイド文書

の改訂状況に関する報告があった。また８月にタイで

開催された計量器ソフトウェアに関するワークショッ

プの報告を行った。なおこのワークショップには、産

総研の専門家も参加して講演を行った。

. APLMF総会

まず開会式が行われ、Armstrong氏、およびPu

氏から挨拶があった。続いて事務局により、出席者の

点呼と2009年にタイのチェンマイで開催された第16

回APLMF総会の議事録の確認が行われた。

議長からの報告では、Pu氏が前回総会以降の活動、

すなわち議長・事務局の構成、加盟経済圏の構成、

APECの SCSC（基準適合性小委員会）総会への参

加状況、およびAPEC基金の支援により実施されて

いる研修などについて報告した。事務局からは、

Zhang氏が前回総会以降の事務局活動、今後の活動

計画、加盟分担金の支払い状況、メンバーシップおよ

び各経済圏の連絡先の見直し等について報告した。

現地ホストによる特別講演では、カナダ計量局の

Vinet氏が、「法定計量担当機関による計量に関する

市場監視」と題して、カナダ法定計量管理の状況を報

告した。その後、型式適合性に関する話題も含めた活

発な意見交換があった。

BIMLからは、Willem Kool氏（フランス）が最

近のOIMLの活動について報告した。それ以外の機

関については、APEC-SCSC（Pu氏)、APLAC

（McInturff氏／米 国)、APMP（Harvey氏)、

AFRIMETS（Albasini氏／モザンビーク）から報告

があった。

16日の正加盟国総会では、まず財政報告が行われ、

事務局がAPLMFの会計報告と会費の支払い状況に

ついて報告した。各加盟経済圏からの報告では、最近

の法定計量の話題について各代表から短い報告があっ

た。我が国からは、永見氏と三木氏が報告を行った。

次回の第18回APLMF総会の開催地には韓国が立

候補し、了承された。開催場所はソウルで、日程は

2011年９月を予定している。

. APLMF総会：その他

15日夜にはビクトリア市内のフェアモント・エンプ

レス・ホテルにおいて送別会が開催された。この場で、

Pu議 長 よ り APLMF功 労 賞 が シ ン ガ ポ ー ル

SPRING（規格・生産性・革新局）のMichael Ong氏

に授与された。受賞理由はシンガポール代表としての

総会および複数の研修実施への貢献であった。

お わ り に

CIML委員会に関しては今回が二度目の参加であ

るが、一度にこれだけの人事異動があるのは希であり、

選挙手続きも含めて貴重な経験をさせていただいた。

特に事務局長に米国人が指名されるのは予想外であっ

たが、新しい委員長と副委員長がヨーロッパ出身であ

ったため、結果的に地域的な均衡が取れた形となった。

会議会場はユニバーサルスタジオ近くのオーランド郊

外にあり、滞在するには快適な場所であったが、ホテ

ル以外の場所への移動には車が必須である。気候はや

や蒸し暑いが、朝夕は涼しく、比 的過ごしやすいも

のであった。

APLMF総会はAPEC対応が主要なテーマであっ

たが、結論は出なかった。APEC予算の獲得は日本

が議長を担当した2002年頃に始まったが、継続に対

するAPEC側の厳しい姿勢に対応する事務局の苦労

を実感した。また現在のAPLMF議長の任期は2011

年の総会で切れる予定だが、次期議長に関する議論は

無かった。開催地のビクトリアは、この時期はやや雨

が多かったが、過ごしやすい気候で、多くの花に飾ら

れた美しい街であった。
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