
1 第23回APLMF総会の概要

APLMF（アジア太平洋法定計量フォーラム/Asia-
Pacific Legal Metrology Forum）は1994年にオースト
ラリアを議長国として発足し、計量標準総合センター

（NMIJ）は2002～2007年の期間に議長と事務局を担
当した。その後は中国が議長と事務局を担当し、2015
年10月の第22回総会（ホノルル）の後にニュージー
ランドのMBIE（全ての略称は⚙章を参照）がその役
割を引き継いだ。第23回APLMF総会及び作業部会

（WG）総会は、2016年11月22～25日の日程で東京都
江東区にある産業技術総合研究所・臨海副都心センタ
ー（別館11F）にて開催された。この会議はニュージ
ーランドが議長を担当する初めての総会でもあった。
会議の概要やスケジュールを表⚑に示す。

2 参 加 者

APLMF加盟経済圏の代表、来賓、ホスト経済圏（日
本）の関係者やスタッフも含めた開催期間中の参加者
総数は約100名、そのうちAPLMF加盟経済圏代表と
しての参加者は45名であった。その内訳としては20
の正加盟経済圏のうち16か国、即ちオーストラリア
(2)、カンボジア(3)、カナダ(1)、中国(4)、インドネ
シア(3)、日本(6)、韓国(6)、マレーシア(2)、ニュー
ジーランド(3)、パプアニューギニア(1)、フィリピン
(2)、シンガポール(1)、台湾(3)、タイ(3)、米国(1)、
ベトナム(2)が参加した（括弧内は人数）。更に⚖つの
準加盟経済圏のうち、ロシアから⚒名が参加した。

議長・事務局スタッフとしては、ニュージーランド
から議長であるステファン・オブライアン(Stephen
OʼBrien)氏、そして事務局員のアリ・スミス(Alli
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Smith)氏とケビン・グドムンソン(Kevin Gudmundsson)
氏が参加した。

来賓参加者としては、ホスト国を代表して経済産業
省 産業技術環境局の保坂伸審議官が参加した。更に
元APLMF 議長であるオーストラリアのジョン・バー
チ(John Birch)氏、同じく元議長の大岩彰氏、BIML局
長であるステファン・パトレ(Stephen Patoray)氏、
PTB代表としてウエ・ミエスナー(Uwe Miesner)氏、
及び非加盟経済圏であるインドからアシュトシュ・ア
ガルワル(Ashutosh Agarwal)氏及びニキレシュ・ジャ
ー(Nikhilesh Jha)氏の⚖名が来賓として参加した。

総会では、産業技術総合研究所 理事（当時）の三木
幸信氏が名誉議長を務めた。総会における日本代表と
しては、経済産業省及び産業技術総合研究所から合計
⚖名が参加登録した。これ以外に経済産業省、産業技
術総合研究所、(一社)日本計量機器工業連合会、及び
その会員企業から多くのオブザーバーやスタッフが参
加した。

3 MEDEAプロジェクトに関する運営委員会

APLMF活動では以前から、途上国向けの法定計量
研修が大きな比重を占めている。これは⚑週間以内の
短期研修で、加盟経済圏を開催地として主に先進国か
ら講師を招いて実施されている。その予算について以
前はAPEC予算、加盟経済圏の支援、そしてAPLMF
分担金により賄われていたが、2013年にAPLMFはド
イツPTBの予算を受け入れることを認めた。この予
算はドイツ連邦経済協力開発省（BMZ）によるもので、

⽛MEDEAプロジェクト⽜と呼ばれる。そのため最近

では、総会の多くの部分がPTBを交えた議論に費や
されている。またMEDEAは計量標準分野の地域計量
機関であるAPMPとの合同プロジェクトでもある。

WG総会前日の11月22日午前には、臨海副都心セ
ンターでMEDEA運営委員会が実施され、我が国の⚓
名も含めた合計⚖名が参加した。この委員会以前にも、
MEDEA運営委員は定期的に開かれる会合とオンラ
イン会議に参加している。この運営委員会では主に
PTBのミエスナー氏が司会を行い、今後のMEDEA
プロジェクトについて予備的な議論が行われた。そこ
で話題となったのはAPLMF-APMP合同ガイド文書
⚑の改定作業、マレーシアにおける合同ワークショッ
プの企画、及び合同ポータルサイトの作成であった（表
⚒～⚓も参照）。最後にミエスナー氏より、後継プロジ
ェクトであるMEDEA2.0についてはBMZに予算を
申請中であるが、もし承認されれば2018年から始ま
る⚓年計画となる見込みであるという報告があった。

4 WG(作業部会)総会

APLMFには計量の分野ごとに⚗つのWG（作業部
会）が存在する。これらのWG総会は同じ会議室にお
いて連続して開催され、APLMF総会への参加者の多
くが参加して全てのWGの議論に加わっている。11月
23日のWG総会は、オブライアン氏の司会により進行
された。

4.1 WG運営のガイドラインに関する議論
⽛作業部会 新しいAPLMFのガイドラインと運営

方法⽜と題して、議長であるオブライアン氏がWG運
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会議スケジュール

11月22日(火) 11月23日(水) 11月24日(木) 11月25日(金)

午前 MEDEA 運営委員会*1 特別セミナー
(法定計量への理解)

APLMF総会
(ホスト国講演含む) APLMF総会*2

午後 APLMF執行委員会*1 WG総会 APLMF総会 (株)タツノの見学*1

夕方 ホスト国懇談会 APLMF懇談会

*1 一部メンバーのみ。*2 正加盟経済圏のみ。

表⚑：第23回APLMF総会・WG総会の概要

会 議 名 第23回アジア太平洋法定計量フォーラム総会（通称：APLMF総会）および作業部会総会（通称：WG総会）

全 体 の 日 程 2016年11月22日(火)～25日(金)

会 場 産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館11F（〒135-0064 東京都江東区青海2-3-26）

主 催 機 関 アジア太平洋法定計量フォーラム（APLMF）

国内共催機関 産業技術総合研究所・計量標準総合センター（NMIJ）、及び経済産業省に加え、協力機関として(一社)日本
計量機器工業連合会



営のガイドラインを提案した。このガイドラインでは
WG主査とメンバーの役割や責任、会議開催の基本方
針、各WGの所掌業務や活動計画の⚓年毎の見直し、
研修責任者の役割の明示などについて、APLMFの基
本方針が示された。この後、全ての参加者は⚔つのグ
ループに分かれて、次の項目についてグループ・ディ
スカッションを行い、意見をホワイトボードにまとめ
た。

(1) 提案された新しいAPLMFガイドラインにつ
いて

(2) WG活動に対するAPLMF加盟経済圏の関与や
協力の促進

(3) WGが担当すべき新しいプロジェクト
(4) 今後APLMFが取り組むべき新しいプロジェ

クト
議論の結果、ガイドライン案の改定作業を続行し、

WG 活動への加盟経済圏の積極的な関与を促進し、
WG活動に関する情報を共有し、OIML活動との連携
を促進することを確認した。そして、そのために
APLMF地域で利用するガイド文書の作成を進め、各
経済圏の計量制度に関する調査を再度実施することと
なった。更に今後APLMFが取り組むべきプロジェク
トとして、OIML-CS制度に関する情報共有、計量器
ソフトウェアや水素燃料計量システムのような新技術
への対応、APLMF地域からOIMLに対する提案、途
上国経済圏の発展のための支援が提案された。

4.2 MEDEAプロジェクトに関する報告
MEDEAプロジェクトでは、全ての活動を作業パッ

ケージ（WP）というカテゴリーに分けて扱っており、

その一覧を表⚒に示す。この中で⽛Joint 1～4⽜は
APMPとの合同パッケージであり、それ以外のAPLMF
単独の活動は、⽛APLMF1⽜に集約されている。各パ
ッケージでは複数の活動が併行して実施されており、
この中で前回総会（2015年10月）以降に実施または企
画されている研修等の一覧を表⚓に示す。これらのう
ちNMIJは、穀物水分計研修（2015年11月）、質量標
準研修（2016年⚘月）、APMP長さ測定ワークショッ
プ（同年10月）の企画と運営を支援した。WG総会で
はPTBのミエスナー氏からMEDEAプロジェクトの
概要と動向について報告があり、更に開催された研修
のホスト国及び講師に対して謝意が表明された。

4.3 特別ワークショップ
⽛法定計量に対する認識の向上／合同ポータルサイ

トの進捗状況⽜と題して、オブライアン氏が講演を行
った。ここで提案された合同ホームページの目的は計
量に対する認識を強化することであり、APLMF及び
APMPメンバーの間で情報共有を促進することにあ
る。このサイトの情報はガイド文書、パンフレット、
プレゼン資料、計量制度の意義や成功例に関する資料
などから構成され、BIPM、OIML、RMO、RLMOなど
他の関連機関のホームページともリンクして情報が得
られるように工夫されている。

4.4 APLMFガイド文書と標準試験手法
APLMFではオーストラリアと計量管理制度WGの

主導により、各経済圏がOIML勧告を補完して検定や
検査の具体的な手順を定めるために、分野ごとに分か
れた複数のガイド文書、及び文書化された標準試験手
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表⚒：MEDEAプロジェクトにおける作業パッケージ(WP)の一覧

No. WP記号 作業パッケージの名称 説 明
1 Joint 1 途上国における計量基盤整備 合同ガイド文書１の改定
2 Joint 2 計量に対する認識の向上 計量に関する宣伝普及活動
3 Joint 3 国際協力に関する専門家グループ 各NMIの国際担当者による相互の意見交換

4 Joint 4 組織運営及び利害関係者とのコミュニケーションに
関する手法 NMI指導者のためのセミナー

5 APLMF1 法定計量分野の基礎及び応用研修 全ての法定計量研修・セミナーが一体となった活動
6 APMP2 計測機器バンク 古い計測機器の貸与活動(NMIJが主導)
7 APMP3 技術研修 計量標準分野の短期個別研修
8 APMP4 化学計測 化学計測分野の研修
9 APMP5 CMCの推進 NMIによるCMC取得の支援
10 APMP6 単独の活動 計量標準分野のその他の活動



法の作成を進めている。なおガイド文書とOIML文書
との関係は相互補完関係にある。その中でもOIML勧
告(R)は主に型式承認のための計量器の技術基準とし
て用意されているため、各国が検定・検査を具体的に
実施するための情報が不足しており、加盟経済圏はそ
れを補うガイド文書の提供を要望している。

WG総会では、APLMF事務局のグドムンソン氏よ
り、標準試験手法とガイド文書の準備状況に関する概
要報告があった。事務局は2016年に、各経済圏が検
定・検査のために採用している標準試験手法に関する
実態調査を行った。その対象分野は燃料油メーター、
燃料油メーター、包装商品内容量、タクシーメーター、
穀物水分計であった。これらの調査結果を基に今後事
務局はガイド文書を作成し、ホームページで公開する
ことを予定している。

4.5 研修調整WG【オーストラリア】
WG 主査は NMIA のマリアン・ヘアー(Marian

Haire)氏が担当している。APLMF活動の中で研修活
動は大きな比重を占めているため、このWGには重要

な役割があり、ヘアー氏はAPLMFの全ての研修活動
の調整役を担っている。特に最近のAPLMF研修活動
は、MEDEAプロジェクトと密接に連携している。同
氏より、前回の総会以降に行われたAPLMF研修の概
要報告があった（表⚓参照）。最近では研修資料の提供
に効率的なクラウド・サービスを利用するなど、ニュ
ージーランドの新事務局の支援により研修運営が改善
されたとの報告もあった。ヘアー氏は、一部の研修へ
発展途上経済圏から講師が派遣されたことについて、
大変喜ばしいことであるとコメントした。また2017
年以降に予定されているAPLMF研修、及びAPMP
との合同プロジェクト（Joint 1～4）の準備状況に関す
る報告もあった。

4.6 包装商品WG【ニュージーランド】
WG主査はMBIEのグドムンソン氏の担当である。

このWGでは、包装商品を担当するOIMLTC6の活
動や、OIML勧告R79⽛包装商品のラベル表記に関す
る要求事項⽜及びR87⽛包装商品の内容量⽜の改訂の
状況について報告を行った。R79FDR は 2015 年の
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表⚓：APLMF及びAPMP研修の一覧（第22回総会以降・新→旧の順）

研修等の題目 日程(年月日) 開催地 講 師 パッケージ
水道メーター検定・型式承認 2017/9 月 マレーシア オーストラリア APLMF1
トラックスケール検定 2017/9 月 中国 中国 APLMF1
大流量石油流量計研修 2017/7/24-27 タイ オーストラリア APLMF1
穀物水分計検定研修 2017/7/18-21 マレーシア 日本(NMIJ他) APLMF1
合同ワークショップ：国家計量基盤の近代化：課題－
解決手法－経験と学習 2017/5/22-23 マレーシア、

マラッカ
APLMF及び
APMP経済圏 Joint 1

質量、長さ、温度／湿度に関する KRISS GMA
（複数回実施） 2016/5-9 月 韓国、デジョン APMP経済圏 APMP6

非自動はかり検定の講師養成研修 2016/11/28-
12/01

マレーシア、ク
アラルンプール オーストラリア APLMF1

TCQM-APLAC合同ワークショップ 2016/11/13 ベトナム APMP経済圏 APMP4
PT（技能試験）提供者ワークショップ 2016/10/10-13 タイ、バンコク タイ（DSS） APMP4
長さ測定のためのレーザー干渉計ワークショップ 2016/10/3-7 日本（NMIJ） 日本(NMIJ) APMP6
GPS を使った試験所間の時間比較と校正のためのワ
ークショップ 2016/9/27-29 台湾、桃園市 中国、オーストラリ

ア、日本、台湾 APMP3

質量標準研修 2016/8/30-9/1 インドネシア 日本(NMIJ）、
ニュージーランド APLMF1

燃料油メーターの検定研修 2016/7/11-13 タイ、パタヤ オーストラリア、
タイ、他 APLMF1

電磁気計測, 化学計測に関する KRISS GMA 2016/3-6 月 韓国、デジョン KRISS APMP6
液体圧力の比較測定・初回ワークショップ 2016/1/25-29 タイ タイ、日本、他 APMP3
穀物水分計トレーサビリティー研修 2015/11/16-20 カンボジア 日本(NMIJ他) APLMF1

デジタルマルチメータ研修 2015/11/5-7 中国、北京 インド、
オーストラリア APMP3



CIML会議で承認され発行された。R87DRは2015年
のCIML予備投票を通過できなかったため引き続き
TC6において審議が重ねられた。この審議過程で我
が国は統計的な記述に関して多くのコメントを提出し、
2016年⚑月にブラジルで開催された国際会議では我
が国の提案に基づいて基本合意がなされた。このよう
な過程を経て、R87FDR は 2016 年 10 月の第 51 回
CIML委員会において最終承認され、その後発行され
た。また同WGは、研修のための包装商品に関するガ
イド文書の作成も行っている。

4.7 ユーティリティ・メーターWG【カナダ】
WG主査はジル・ヴィネット（Gilles Vinet）氏であ

るが欠席したため、代理でカナダ計量機関代表のアラ
ン・ジョンストン（Alan Johnston）氏からユーティリ
ティ・メーター（電力計、ガスメーター、水道メータ
ー等）に関するOIMLの活動報告が行われた。報告に
よると、OIMLR46⽛有効電力量計⽜の最新版は2012
年に発行されたが、直ちに改訂作業が再開され、改訂
作業を担当するOIMLTC12は 2016年⚖月にオラン
ダで会議を開催した。R49⽛冷温水用水道メーター⽜
の最新版は2013年に発行され、その後は特に動きは
ない。更にR137⽛ガスメーター⽜、R139⽛自動車用圧
縮ガス燃料の計量システム⽜及びR140⽛ガス燃料の
計量システム⽜の改定状況についても紹介があった。
今後の計画としては、APLMF研修計画に従ってユー
ティリティ・メーターに関連する研修を継続するとい
う報告があった。このWGは過去にユーティリティ・
メーターに関する多くの研修を運営しているが、2016
年の研修はなかった。

4.8 相互承認WG【米国】
WG主査はNISTのチャールズ・アーリック(Charles

Ehrlich)氏であるが欠席したため、代理として同じ
NISTのラルフ・リヒター(Ralph Richter)氏が報告を
行った。その主な内容は、MAA制度を含むOIML証
明書制度の活動、及び現制度を新たな証明書制度

（OIML-CS）へ刷新するために組織されたプロジェク
ト・グループ（CSPG）の活動であった。また同氏は
CSPGが提案する新たなOIML-CSの体制や、そのた
めの基本文書の構成についても紹介した。さらに第51
回CIML委員会においては、CSPGに代わって予備運

営委員会（prMC）が設立され、新制度の枠組みや基本
文書について検討を続けているという報告があった。
更にリヒター氏はAPLMF加盟経済圏のprMCへの参
加を促した。BIMLのパトレ氏も、prMCは新しい証
明書制度を国際的に通用するものにするための重要か
つ開かれた会議であるため、OIML に加盟している
APLMF加盟経済圏からの参加を期待するというコメ
ントを付け加えた。

4.9 医療計測器WG【台湾】
WG 主査である台湾 BSMI の荘素琴(Suh-Chyin

Chuang)氏及び楊金海(Jin-Hai Yang)氏は、医療機器
の使用に伴う有害事象に関する新たな調査、及び2017
年の作業計画について報告した。ここではカナダ、マ
レーシア、シンガポール、台湾における医療機器の有
害事象の政府への報告体制について紹介され、さらに
医療機器の種類に応じた有害事象の発生割合について
も報告があった。それによると、多くの加盟経済圏は
有害事象を報告するための何らかの仕組みを持ってお
り、健康・厚生を担当する省庁が管轄機関となってい
ることが多い。また製造業者、輸入業者及び計量器の
使用者による報告は必須であるのに比べて、顧客及び
消費者による報告は任意となっていることが多い。今
後の活動としては、APLMF地域における調査を再び
実施し、医療機器の管理体制に関する情報を収集する
ことを計画している。

4.10 農産物品質計測WG【日本】
WG主査である筆者より報告が行われた。本WGは

2001年に創設されて以降、合計11回の研修等を実施
しており、最近ではインドネシア（2012 年）、タイ

（2013年）、カンボジア（2015年）において穀物水分計
研修を実施した。筆者はカンボジアにおける研修、
2017年の研修計画、穀物水分計測に関するガイド文書
の作成状況、OIML TC 17/SC 1（水分計）及びTC 17/
SC 8（蛋白質計）の活動、2016年⚘月にインドネシア
で開催された質量標準研修、2016年 11月にベトナム
で開催されたAPEC食品安全ワークショップについ
て報告を行った。

これらのうちガイド文書は研修で使われたテキスト
を集大成したものであり、WG総会では最終草案が提
示され、改めて加盟国によるコメントが求められた。
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質量標準研修は本来、同WGの対象範囲外であったが、
筆者がこれまで培った経験を生かして企画・運営にあ
たった。APEC ワークショップでは、WG 主査が
APLMF代表として招待され講演を行った。その中で
穀物の水分計測は、特に穀物の輸出国において科学的
計量学及び法定計量双方に共通した重要な課題となっ
ているというコメントもあった。

4.11 計量管理制度WG【中国】
このWGは2007年に設立され、中国AQSIQが担当

している。前回の総会において、その主査は前APLMF
事務員でもある郭謖(Guo Su)氏へ交代した。WGの担
当範囲は計量に関わる各経済圏の法律／規定／管理体
制、国家管理システム、国家トレーサビリティー制度
などである。主な活動としては、APLMF地域の計量
管理制度のモデルとなるガイド文書を構築することで
ある。そのため合同ガイド文書⚑も含めた複数のガイ
ド文書について調整役を果たしており、一部の文書は
ホームページで公開されている。

今回は郭氏より2016年の活動、及び2017年の活動
計画について報告があった。なおOIMLで中国が提案
する試験的研修センター（OPTC）の活動として、同
WGは2016年⚘月に中国の広州市において計量管理
制度セミナーを開催し、16の経済圏から約100名が参
加した。これらの様子はWG総会においてビデオを使
って紹介された。2017年の活動としては、加盟経済圏
のニーズ調査を継続し、ガイド文書を改訂し、更に新
たなセミナーも計画しているという報告があった。

5 第23回APLMF総会

5.1 開会式
11月24日午前の開会式では、オブライアン議長、及

びホスト国代表として経済産業省の保坂氏による挨拶
が行われた。保坂氏は昨今の計量制度を取り巻く社会
的環境の変化や計量器における技術革新へ対応するた
めの計量制度の見直し、地球温暖化対策としての水素
エネルギーの普及、及びOIMLへ提案した水素燃料計
量システムに関する新プロジェクトについて紹介した。
更に同氏は、法定計量分野の国際的問題の解決に
APLMFが重要な役割を果たしていることを強調した。
開会式の後には、臨海副都心センター別館ロビーにお
いて記念撮影が行われた（写真⚑参照）。

5.2 APLMF議長・事務局の報告
開会式の後、APLMF議長と名誉議長である三木氏

が連携しながら共に司会を行った。まず議長により第
22回総会の議事録の確認が行われ、それに続いて議
長・事務局の活動報告を行った。その主な内容は、前
事務局の協力によるAPLMFホームページ及び銀行
口座のニュージーランドへの移転、ホームページの更
新、標準試験手法に関する加盟経済圏に対する調査、
議長が2016年に参加した会議等の紹介、実施された
MEDEA研修の報告、研修参加者の意見を集めるため
のオンライン・サービスの活用、APMPとも連携した
計測機器バンクの成果、総会における各経済圏の報告
を有効活用するための試みであった。

5.3 APLMFの戦略と計画
議長のオブライアン氏より2016～2021年のAPLMF

の戦略と計画に関する説明があった。同氏はまず、
APLMFが加盟経済圏の法定計量制度を代表する効果
的なフォーラムであり続けるために、加盟経済圏に対
するリーダーシップをもち、情報交換のネットワーク
を提供し、協力関係を促進するための新しい試みを行
うべきであるという意向を述べた。そのための方策と
して、WG活動の推進、標準試験手法の改訂と文書化、
年次総会における情報共有、ホームページの改善、
OIML文書を含めたOIML-CSとの連携、研修制度の
提供と途上国支援、研修のためのeラーニング制度な
どの新しい手法の導入、OIML、RLMO、APECなどの
国際・地域機関との連携、産業界との連携を挙げた。
戦略案について参加者からは多くの肯定的なコメント
があったが、検討のために時間が必要であるというコ
メントもあり、今後も随時、意見や要望を事務局へ伝
えることとなった。またこの戦略は今後、原則として
⚒年おきに更新することが提案された。

5.4 連携機関からの報告
連携する計量関係機関からも報告が行われた。

APMP（アジア太平洋計量計画）からはNMIJの高辻
利之氏より、総会（2016年11月ベトナム）における同
氏の議長就任、正加盟機関としてのマレーシア化学局
及びモンゴル中央地質研究所の参加、準加盟機関とし
てのアラブ首長国連邦EMI及び米国NISTの参加、一
部の技術委員会の主査の交代について報告があった。
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OIMLからはBIMLのパトレ氏により、新加盟国で
あるタイとカンボジア、世界計量記念日のイベント、
第51回CIML委員会及び第15回OIML総会の概要、
新しいOIML-CS紹介とprMCへの参加募集、コロン
ビアで開催が予定されている第52回CIML委員会な
どについて活動報告があった。更にBIML副局長の死
去に伴い、2017年⚒月を締め切りとして後継者を公募
するという情報もあった。

PTBからはミエスナー氏が、APLMFとの連携活動、
2016年のMEDEA研修とその成果、そして2017年の
活動計画について報告した。同氏はまたPTBとアジ
ア諸国との二国間プロジェクトについても簡単に紹介
した。それによると主な対象国はインドネシア、ネパ
ール、フィリピン、インドネシア、モンゴル、ミャン
マー、スリランカであり、更に PTB は ASEAN、
SAARC、アジア開発銀行とも連携している。2017年
の活動としては国家計量基盤に関する合同ワークショ
ップをマレーシアで予定しており、その際には現在の
MEDEAプロジェクトを検証し評価するワークショ
ップも予定している。

5.5 ホスト国講演
11月 24日午後には我が国による講演が行われ、そ

の題名と講演者は次の通りであった。
(1) 日本の計量管理制度（経済産業省 岡田有加氏）
(2) 東京都計量検定所の事業－検定と基準器検査

（東京都計量検定所 麻生 謙氏・根岸 岳氏）
(3) 自動車用水素燃料計量システムに対応する

OIML R 139改定プロジェクトの紹介（産業技
術総合研究所 高辻利之氏）

これらの講演について参加者からは、適正計量管理
事業所制度の仕組み、計量器使用における違反への罰
則、日本の計量制度を支える機関の役割分担、東京都
計量検定所が管轄する人口と検定官の数、水素燃料利
用の安全性について質問があった。

5.6 各経済圏の報告
総会で必ず行われる行事として、参加した16経済

圏の代表から、各経済圏の法定計量制度や最近の話題
について簡単な報告があった。そのうち我が国の代表
は、証明書制度を含むOIMLとの連携、OIML勧告の
JIS規格への導入、MEDEAプロジェクト含むAPLMF

との連携、JICA研修の状況について報告した。

5.7 正加盟経済圏・総会
11月 25日午前には正加盟経済圏のみが参加して議

論が行われた。まず議長と事務局より、2016年⚑月か
ら10月末までの期間について予算報告が行われた。
これに続いて前 APLMF 事務局員でもある郭氏

（AQSIQ）が、会計監査結果の報告を行った。
加盟経済圏については、ブルネイが準加盟から正加

盟経済圏へ昇格した。また一部の非加盟経済圏との間
で、加盟の可能性について連絡をとっているという報
告があった。なお加盟の基本原則はAPLMFのMoU
に基づくが、それによるとAPEC又は環太平洋地域に
属することが基本要件である。しかしこの条件に当て
はまらない経済圏については規定がないため、議長は
何らかのガイドラインを決めることを提案した。現時
点で加盟を希望する経済圏は、例えばミャンマー、イ
ンド、イランやカザフスタンなどのように、全て
APEC及び環太平洋地域の外にある。

APLMFガイド文書の承認方法について事務局より
提案があった。その概要としては、承認基準は正加盟
経済圏の大半の合意とし、文書案をAPLMFホームペ
ージに掲載し3カ月間コメントを求め、最終的にオン
ライン又は総会で投票を行うというものであった。し
かし参加者からはOIMLのような厳しい承認ルール
に対する疑問の声もあり、引き続き事務局が検討する
こととなった。

APLMFの加盟分担金は⚕つのクラスに分類されて
おり、準加盟経済圏には支払いの義務はない。ただ各
経済圏の経済事情の変化にもかかわらず、長年の間、
分担金のクラス分けは固定されていた。そこでオブラ
イアン議長は、分担金について斬新な提案を行った。
その内容はクラス分けの見直し、最大100％もの大幅
な値上げ、滞納がある経済圏の扱い、APLMFの主催
行事における参加費の徴収などであった。この背景に
は、MEDEAプロジェクト終了後の研修活動の継続と
いう大きな目的もある。議長は、これらの提案を2018
年⚑月から実施することを提案したが、各経済圏にお
ける予算要求に時間を要するため合意に至らず、引き
続き検討することとなった。
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5.8 次回の総会、及び閉会
第24回APLMF総会（2017年10月）のホスト機関

代表として、カンボジアの計量機関であるNMCの代
表より挨拶があった。そして最後に三木名誉議長及び
オブライアン議長が閉会の挨拶を行った。

6 表 彰

11月 24日夜の懇談会の場においてAPLMF功労賞
の受賞者が発表された。前議長・事務局の功労をねぎ
らい、今回の受賞者⚙名は全て中国人で、その大半を
AQSIQ の職員が占めていた。まず特別功労賞が前
APLMF議長の蒲長城(Pu Changcheng)氏に贈られた。
続いて功労賞が前事務員の鄭華欣(Zheng Huaxin)氏
と郭謖(Guo Su)氏、更に事務局を背後で支えた劉新民
(Liu Xinmin)氏を始めとする⚖名に贈られた。

7 その他の行事

11月 23日にはNMIJ主催の懇談会が近隣のテレコ
ムセンター・ビル展望台において開催された。翌24日
にはAPLMF主催の懇談会が大田区の⽛松濤園・櫻⽜
において開催された。これらの懇談会には我が国の計
量関係者も多数参加し、総会の内容、及びOIMLや各
経済圏における法定計量分野の動向について、会議の
場を離れた自由な意見交換が行われた。

また会期中には会場の一角を使い、ブース展示を行
った。出展には(一社)日本計量機器工業連合会、及び
その会員である⚔つの企業（日立オートモティブシス
テムズ株式会社、株式会社イシダ、アズビル金門株式
会社、株式会社ケツト科学研究所）による協力を得た。

参加者はコーヒーブレークやランチなど会議の空き時
間にブース展示に見入り、担当者への質問も多く、我
が国と各経済圏の計量関係者との間で新たな交流が生
まれた。

11月25日午後には株式会社タツノの横浜工場を見
学し、12カ国から28名が参加した。見学先では会社の
概要説明、グループに分かれたショールームと工場の
見学、燃料電池自動車の試乗などの機会が与えられた。
短時間ではあったが参加者は興味を持って製品や工場
内部を見学し、満足した様子であった。

8 お わ り に

今回のAPLMF総会は2003年に京都で開催された
第10回総会以来、13年ぶりの日本における開催であっ
た。そのため経済産業省、産業技術総合研究所、及び
(一社)日本計量機器工業連合会のメンバーが第23回
APLMF総会実行委員会を組織して、事前の準備や会
議運営の支援を行った。初めての総会運営ということ
もあって新しい議長と事務局には緊張感があり、その
ためか日本側のスタッフに対しても細やかな気配りを
見せた。戦略や財政などについて、新しい議長は数多
くの斬新で思い切った提案を行った。その背後には、
APLMFを加盟経済圏にとって真に有益なフォーラム
にしたいという強い姿勢が伺える。その提案の多くが
時期尚早のため継続審議となったが、その姿勢は高く
評価したい。会期中には東京では珍しく初雪が降り、
南アジア地域からの参加者にとっては思いがけないプ
レゼントとなった。

9 略称の説明

APEC： アジア太平洋経済協力／Asia-Pacific
Economic Cooperation

APLAC： アジア太平洋試験所認定協力機構／
Asia-Pacific Laboratory Accreditation
Cooperation

APLMF： アジア太平洋法定計量フォーラム／
Asia-Pacific Legal Metrology Forum

APMP： アジア太平洋計量計画／Asia-Pacific
Metrology Programme

AQSIQ： 国家品質監督検査検疫総局(中国)／
General Administration of Quality Su-
pervision, Inspection and Quarantine

ASEAN： 東南アジア諸国連合(アセアン)／
Association of South-East Asian Na-
tions

BIML： 国際法定計量事務局(OIML事務局)／
International Bureau of Legal Metrol-
ogy

BIPM： 国際度量衡局(メートル条約事務局)／
International Bureau of Weights and
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Measures
BMZ： ドイツ連邦経済協力開発省／German

Federal Ministry for Economic Coop-
eration and Development

BSMI： 経済部標準試験局(台湾)／Bureau of
Standards, Metrology and Inspection

CIML： 国際法定計量委員会(OIML)／ Inter-
national Committee of Legal Metrol-
ogy

CMC： 校正・測定能力(BIPM)／Calibration
and Measurement Capabilities

CSPG： 証明書制度プロジェクト・グループ
(OIML証明書制度)／Certificate Sys-
tem Project Group

DR, FDR： それぞれ OIML 文書の国際勧告案と
最終国際勧告案／Draft Recommen-
dation, Final Draft Recommendation

EMI： 連邦計量標準機関(アラブ首長国連邦)
／Emirates Metrology Institute

JICA： 国際協力機構(日本)／ Japan Interna-
tional Cooperation Agency

KRISS： 韓 国 標 準 科 学 研 究 院 ／ Korea
Research Institute of Standards and
Science

KRISS GMA： KRISSグローバル計量アカデミー／
KRISS Global Metrology Academy

MAA： 計量器の型式評価国際相互受入れ取決
めの枠組み(OIML)／Mutual Accept-
ance Arrangement

MBIE： 産業・イノベーション・労働省 消費者
保護局(ニュージーランド)／Ministry
of Business, Innovation and Employ-
ment

MEDEA： 計量分野のアジア途上国支援プロジェ
クト(ドイツPTB)／Metrology：Ena-
bling Developing Economies within
Asia

MoU： 合意事項(一般名詞)／Memorandum
of Understanding

NIST： 米国標準技術研究所／National Insti-
tute of Standards and Technology

NMC： 国家計量センター(カンボジア手工業
省)／National Metrology Center(Min-
istry of Industry and Handicraft)

NMI： 国家計量標準機関(一般名称)／
National Metrology Institute

NMIA： オーストラリア国家計量機関／ Na-
tional Metrology Institute of Australia

NMIJ： 計量標準総合センター(日本)／ Na-
tional Metrology Institute of Japan

OIML： 国際法定計量機関／International Or-
ganization for Legal Metrology

OIML-CS： (MAAに代わる新しい)OIML証明書
制度／OIML Certification System

OPTC： OIMLの試験的研修センター(中国)／
OIML Pilot Training Center

prMC： 予備運営委員会(OIML-CS)／ provi-
sional Managmenet Commitee

PTB： 物 理 工 学 研 究 所 ( ド イ ツ ) ／
Physikalisch Technische Bund-
esanstalt

RLMO： 地域法定計量機関／ Regional Legal
Metrology Organization

RMO： 地域計量機関／ Regional Metrology
Organization

SAARC： 南アジア地域協力連合／ South Asia
Association for Regional Cooperation

TC, SC： OIML の技術委員会と小委員会／
Technical Committee, Sub Commit-
tee

TCQM： 物質量技術委員会(APMP)／Techni-
cal Committee for Amount of Sub-
stance

WG(s)： 作業部会(APLMF)／Working Group
(s)

WP(s)： 作業パッケージ(MEDEAプロジェク
ト)／Work Package(s)

第23回 APLMF 総会の報告

69Vol. 67, No. 1, 2017




