※１「はかり」等とは
計量法（平成四年五月二十日号外法律第五十一号）抜粋
第二条（定義等）第四項抜粋
この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、
「特定計量器」とは、取引若
しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量
の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
計量法施行令（平成五年十月六日政令第三百二十九号）抜粋
第二条（特定計量器）
法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
二 質量計のうち、次に掲げるもの
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
⑴ 目量（隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。
）が十ミリグラム
以上であって、目盛標識の数が百以上のもの（
（２）又は（３）に掲げるものを除く。
）
⑵ 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量（質量計が反応することができる質量の
最小の変化をいう。以下同じ。
）が十ミリグラム以上のもの
ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
ニ 定量おもり及び定量増おもり（以下単に「おもり」という。
）
（定期検査の対象となる特定計量器）
第十条 法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一 非自動はかり（第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。
）
、分銅及びおもり
２ 法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革
面積計にあっては六月とする。
（定期検査の実施時期）
第十一条 法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮
革面積計にあっては一年とする。

※１

取引や証明に使用する「はかり」は、
「検定証印」又は「基準適合証印」が付された
ものを購入し「定期検査」を受検しましょう。

その他の検査制度（代検査）
計量法〔平成四年五月二十日号外法律第五十一号〕抜粋
（定期検査に代わる計量士による検査）
第二十五条 第十九条第一項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量
器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第二十三条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法
による検査を実施期日前第十九条第一項第三号の政令で定める期間以内に行い、第三項の規定により表示を付
したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に
実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検
査を受けることを要しない。
２ 前項の規定による届出は、次項の規定により交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによ
りしなければならない。
３ 第一項の検査をした計量士は、その特定計量器が第二十三条第一項各号に適合するときは、経済産業省令で
定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経
済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。

定期検査に関するお問い合わせは
東京都計量検定所
〒136-0075 東京都江東区新砂三丁目 3 番 41 号
検査課 計画担当 電話 03-5617-6638
お問合せ時間 午前 9:00 ~ 12:00,
午後 1:00 ~ 4:00
<一部地域の定期検査の委託先＞

指定定期検査機関（東京都指定）
（一社）東京都計量協会 電話 03-6666-8980

東京都計量検定所

「はかり」を購入するときは

「はかり」の定期検査とは
計量法で定められた「取引又は証明」における法定計量単位による計量に使用する 18 種
類の特定計量器のうち、質量計の非自動はかり及び分銅等（以下「はかり」という。
）は、そ
の構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うこと
が適当であると認められるものとして、2 年に 1 回、実施の期日及び場所等を公示し定期検
査を行っています。
（特定計量器：計量法第2 条に基づく計量法施行令第2 条）
（定期検査の対象となる特定計量器：計量法第19 条に基づく計量法施行令第 10 条）

法第 2 条第 2 項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について
学校、幼稚園、保育所又は福祉施設、医療機関、保健所等の体重測定に使用される非自動
はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、
証明における計量に該当する。
計量法関係法令の解釈運用等について（平成 30 年4 月 経済産業省計量行政室）抜粋

定期検査に合格した「はかり」に表記されるものは

計量法第24 条（定期検査済証印等）

様式１の中の円内の数字および及び様式 2 の円内の上の数字は定期検査を行った年の西暦年数
を表し、様式1 の円外の右下の数字及び様式2 中の下の数字は月を表します。
定期検査済証印には、定期検査を行った「東京都」若しくは東京都が指定する指定定期検査
機関の「一般社団法人東京都計量協会」の名称が隣接した箇所に表示されています。

見本

見本

見本

定期検査済証印
貼付例

定期検査済証印
貼付例
東京都計量検定所 定期検査済証印貼付印

指定定期検査機関（東京都計量協会）
定期検査済証印貼付印

※ 定期検査済証印は、特定計量器検定検査規則第24 条第2 項に基づき「見やすい箇所」に付されます。
※ ステッカーの色は、年ごとに変わります。<2020 年「緑色」
、2021 年「黄色」>

使用場所（又は重力加速度範囲）表記のある「はかり」
※「はかり」には、使用できる場所等が表記されているものがあります。
（一部の補正機能付き等の重力加速度の影響を受けないものを除く）

使用場所等は、
「重力加速度の範囲又は値」
、
「使用場所名」
、
「使用地域の区分（旧
基準）
」で表記されています。異なる使用場所が表記された「はかり」の使用は、誤
った計量結果の原因です。使用する場所等に適合した「表記」のある「はかり」を
使用しましょう。

9.806m/s2

経済産業省令／特定計量器検定検査規則で引用する日本産業規格「非自動はかり-性能要件
及び試験方法-第2 部取引証明用 JIS B 7611-2:2015 （抜粋）
」9.1.2 該当する場合に強制的
な表記 d)重力加速度（目量の数が 2000 以下の精度等級 2 級及び目量の数が 6000 以下の精
度等級3 級のはかり）
、e)使用場所の表記（精度等級1 級、目量の数が2000 を超える2 級、
6000 を超える3 級のはかり）

（八丈支庁9.796m/s2、小笠原支庁9.793m/s2）

東京都9.798m/s2
沖縄県9.791m/s2

計量法第16 条（使用の制限）抜粋
次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶
及び政令で定める特定計量器を除く。
）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（第二条第一項第
二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計
量を含む。第18 条、第 19 条第1 項及び第 151 条第1 項において同じ。
）に使用し、又は使用に供するため
に所持してはならない。
一 計量器でないもの
二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者（以下「指定検定
機関」という。
）が行う検定を受け、これに合格したものとして第72 条第一項の検定証印が付されて
いる特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第96 条第1 項（第101 条第3 項にお
いて準用する場合を含む。次号において同じ。
）の表示が付されているもの
三 第 72 条第2 項の政令で定める特定計量器で同条第1 項の検定証印又は第 96 条第1 項の表示（以下
「検定証印等」という。
）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの

検定証印
「検定証印」とは、申請に基づき製造又は修理を実施した特定計量器が計量法で定める構造・
器差等の基準に適合していることを検定し、合格したものとして付されるもので、検定証印が
付された特定計量器は、取引・証明に使用することが可能となります。
質量計（非自動はかり）では、検定を行った西暦年月が表示される。

基準適合証印
「基準適合証印」とは、計量法第91 条の申請に基づき、第92 条に定める指定の基準に適合
するとして経済産業大臣に指定された製造事業者（指定製造事業者）が、同工場等で製造した
特定計量器を検定と同等の基準の検査を自ら実施し合格した場合に付されるもので、隣接した
個所には指定された番号のほか、質量計（非自動はかり）では証印を付した西暦年月が表示さ
れます。
＜目盛板の例＞
＜銘板の例＞
＜2018 年までの証印年月の表記方法＞

＜2019 年以降の証印年月の表記方法＞

製造事業者名 0000000000
製造番号
0000000000
型式承認番号
D00000

特定計量器検定検査規則（平成5 年 10 月26 日号外通商産業省令第 70 号）
（検定証印を付する部分）
第 24 条 検定証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては、
特定計量器の通常の使用状態において見やすく消滅しにくい本体の部分又は本体に取り付けた金属片
その他の物体に付さなければならない。
※
※
※
※

検定証印（又は基準適合証印）は、はかりの銘板や目盛板等の見やすい箇所に付されます。
検定証印には、検定年月（基準適合証印は証印を付した年月）が付されます。
年月の表示は西暦4 桁（又は ’ アポストロフィー+西暦下2 桁）になります。
年の表示は、2018 年までは、和暦で表示され2019 年以降は西暦で表示されます。

家庭用の表示がある「はかり」は、取引や証明には使用できません

東京都の表記（例）は、以下のとおり
重力加速度の値 9.798m/s2

使用場所名 東京都○○区、○○市、○○町、〇〇村
使用地域の区分（旧基準）9 区（八丈支庁：11 区、小笠原支庁：14 区）
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検定証印又は基準適合証印が付されたものでなければ、取引又は証明に使用できません。
「はかり」を購入される場合には、いずれかの証印が付されていることを必ず確認してください。

計量法 第四節 特別な計量器（製造等における基準適合義務）
第53 条 主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器（第57 条第１項の政令で定める特定計量
器を除く。
）であって政令で定めるもの･･･以下省略
計量法施行令 （製造等における基準適合義務に係る特定計量器）
第14 条 法第53 条第1 項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一 ひょう量が20kg を超え、200kg 以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
二 ひょう量が20kg 以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの
三 ひょう量が3kg 以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの

