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計量法 
2006 年 3 月 3 日、法律 No. 7862 で全体的に修正 

第 1 章 一般規定 

第 1 条（目的） 

本法の目的は、測定のための基準を規定し、公正な商取引の秩序を維持し、産業の近代化に寄
与するため適切な測定を実施することである。 

第 2 条（定義） 

この法律に使用する用語の定義は、次のとおりである： 

1. 用語「測定（measurement）」は、商取引又は認証目的である物質現象状態の量値を測定す
る一連の動作を意味する。 

2. 用語「計量器（measuring instruments）」は、大統領令で規定した機械、計器又は器具を意
味し、それらは測定を行うために使用される。 

3. 用語「法定計量（legal measurement）」は、測定の正確さ及び公正さを確実にするため、
法律及びその下位法で規定された商取引及び認証のために行う測定を意味する。 

4. 用語「実量表示物品（actual quantity-indicated goods）」とは、法定測定単位に従った長さ、
質量又は体積（以後、「実量」という）を記載して市販された物品の中で、大統領令で規定
されたようにその容器又は包装を開けることなくその実際の量を増加したり、削減したり
できない物品を意味する。 

第 3 条（計量審議会） 

(1) 産業資源部の下に計量審議会を設立し、計量器の型式承認、試験及び測定のための標
準器の審議に関連する重要事項のため産業資源部が必要とする助言及び提案を提供し
なければならない。 

(2) この計量審議会の機能、組織、運営などに必要な事項は、大統領令で規定しなければ
ならない。 

第 4 条（測定単位） 

(1) 測定を行うための基準である単位（以後、「法定測定単位」という）は、基本単位、組立単
位、補助単位及び特別単位に分類しなければならない。 

(2) 基本単位は、国内標準についての包括法第 10 条の規定に従っていなければならない。 
(3) 基本単位又は基本単位とその他組立単位を組合せて作った組立単位の単位及びその定義は、

大統領令で規定しなければならない。 
(4) 補助単位は、10 進法で表した基本単位又は組立単位であり、その単位及び定義は大統領令

で規定しなければならない。 
(5) 特別な測定を行うために使用する特別単位の単位及びその定義は、大統領令で規定しなけ

ればならない。 

第 5 条（非法定測定単位の使用の関する禁止など） 

(1) 如何なる者も測定又は広告目的の法定測定単位以外の単位（以後、「非法定測定単位」とい
う）を使用してはならない。ただし、このような単位を大統領令で規定した研究、開発又
は輸出などのために使用する場合、同じことを適用しないという条件である。 
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(2) 如何なる者も非法定測定単位を記載した計量器若しくは物品を製造又は輸入してはならな

い。ただし、大統領令で規定したいかなる計量器又はいかなる物品には同じことを適用し
ないという条件である。 

第 II 章 計量器事業、試験など 

第1節 計量器製造事業の登録など 

第 6 条（計量器製造事業の登録など） 

(1) 次のサブパラグラフのどれかの中に入る事業を行おうとする者は誰でも、産業資源部布告
で規定した条件の下で特別市市長、大都市市長又は道知事（以後、「市長／道知事」という）
に登録申請しなければならない。登録済事項を変更する場合にも同様に申請しなければな
らない： 

1. 計量器製造事業 
2. 計量器修理事業 
3. 測定を行い、測定値が真であることを証明する事業（以後「測定及び認証事業」とい

う） 

(2) パラグラフ(1)の下での登録を申請しようとする者は、大統領令で規定する施設及び装置を
備えていなければならない。 

第 7 条（計量器の修理及び自己修理） 

(1) 第 6 条の規定にかかわらず、公共目的に供するため計量器を使用する者は、それら計量器
を自分で修理することができる。 

(2) パラグラフ（1）に言及した自己修理範囲及びその他必要な事項は、大統領令で規定しなけ
ればならない。 

第2節 法定計量の順守 

第 8 条（精度の程度などのマーク付け） 

第 6 条の規定に従って計量器の製造事業を登録している者（以後、「製造業者」という）、計量
器の修理事業を登録している者（以後、「修理業者」という）又は計量器の輸入事業を行って
いる者（以後、「輸入業者」という）は、産業資源部の布告で規定した精度の程度及びその他
事項（以後、「精度の程度など」という）をその人が製造、修理又は輸入した計量器上に表示
しなければならない。 

第 9 条（譲渡の制限など） 

いかなる製造業者、修理業者、輸入業者も、及び計量器の販売事業を行っているいかなる者（以
後、「販売者」という）も、大統領令に設けている点を除外して、次のサブパラグラフのどれ
か一つに入る計量器の譲渡又は賃貸すること、又はそれら計量器を譲渡又は賃貸目的で展示又
は保管することを禁止されなければならない： 

1. どの計量器にも非法定測定単位を記載しなければならない。ただし、第 5 条（2）の規
定に従った非法定測定単位で表示することが許容されている計量器に同じことを適用
してはならない。 
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2. 第 8 条の規定に従って精度の程度のマークなどを何も付けていない又は虚偽のマーク
を付けている計量器 

3. 非製造業者が製作した計量器又は第 12 条（1）の規定に従って型式承認が付与されて
いない計量器 

4. 第 20 条（3）の条項に規定されている試験の有効期限が失効している計量器 
5. 第 23 条（1）の条項に規定されている試験シール又は第 33 条（1）の条項で規定され

ている定期検査シールが添付されていない、若しくはそのようなシールを不正に貼付
した計量器 

6. 変更された計量器 

第 10 条（使用の制限など） 

大統領令で規定されている者を除いて、法定計量を行うために計量器でない又は次のサブパラ
グラフのどれか一つに入る計量器を使用すること、若しくは法定計量を行う目的でそのような
計器又は計量器を保有してはならない： 

1. 第 9 条のサブパラグラフすべてに従って、譲渡、賃貸、展示、保管などを制限された
計量器 

2. 第 20 条（1）のサブパラグラフの条項に規定された試験を実施していない計量器 
3. 大統領令が規定している使用の許容誤差を超えている計量器 

第 11 条（正確に測定する義務など） 

(1) 法定計量に従事する者は誰でも正確に計量しなければならない。また、大統領令で規定し
た商品ごとの許容誤差を超えて計量してはならない。 

(2) 水平装置を備えた計量器は水平を保った状態で使用し、ゼロ点調整装置を備えた計量器は
そのゼロ点を調整した後で使用しなければならない。 

(3) 何者も測定値を改ざんする目的で計量器に変更を加えてはならない。 

第3節 計量器の型式承認 

第 12 条（計量器の型式承認） 

(1) 計量器を製造する者（どこか外国で計量器を製造した後、それらを韓国に輸出する者も含
む）又はそれらを輸入する者は誰でも、それら計量器の型式に関して第 14 条の規定に従っ
て指名された型式承認機関から事前に型式承認を取得しなければならない。 

(2) パラグラフ（1）の条項に言及した型式承認の目的及びその有効期間は、大統領令で規定し
なければならない。 

(3) パラグラフ（1）の条件の下の型式承認用基準及びその他必要事項は、産業資源部布告で規
定しなければならない。 

第 13 条（型式承認の免除） 

型式承認対象の計量器が次のサブパラグラフのどれか一つの下に入る場合、その計量器は産業
資源部によって第 12 条（1）の規定に従った型式承認全体又はその一部分が免除されることが
ある： 

1. 研究、開発、軍用又は輸出目的で製造又は輸入された計量器 
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2. 産業標準化法第 11 条又は第 13 条の規定の下で、型式承認用基準に適合して基準マー

クの認定が付与された計量器 
3. 大統領令で型式承認を必要としないと定められたその他計量器 

第 14 条（型式承認機関の指定など） 

(1) 産業資源部は、第 12 条の条項で規定した計量器の型式承認を専門的かつ効率的に実施する
ため、計量器型式承認事業の実施を任命した型式承認機関を指定することができる。 

(2) パラグラフ（1）で言及した指定を得ようとする企業又はその他組織は、大統領令で規定し
た試験要員、試験施設及び装置を確保した後、産業資源部にその指定を申請しなければな
らない。 

(3) パラグラフ（1）の下の指定のための標準器、方法、手順など及び型式承認機関指定に関連
するその他必要事項は、産業資源部布告で規定しなければならない。 

(4) 産業資源部は、パラグラフ（1）の下の指定の目的達成に必要な限度内で、その型式承認機
関を監督、指導しなければならない。 

(5) 型式承認機関は、計量器型式承認の相互認証に関連して、国内又は外国試験機関と二国間
又は多国間取り決めを結ぶことができる。 

第 15 条（型式承認機関の指定などの取消） 

(1) 第 14 条の規定の下、型式承認機関として指定された企業又はその他組織は、次のサブパラ
グラフのいずれかの下に入った場合、産業資源部はその指定を取り消すか又は 1 年以下の
指定期間その事業の全体又は一部を一時停止する。ただし、その企業又はその他組織がサ
ブパラグラフ 1 又は 2 に入る場合は、その指定を取り消さなければならない。 

1. 虚偽又はその他不法な手段で型式承認機関として指定されていた場合 
2. 事業一時中断期間中に型式承認を付与していた場合 
3. 第 12 条（3）の規定の下で型式承認用基準に違反して型式承認を付与していた場合 
4. 第 14 条（3）の規定の下での指定基準をもはや満たさない場合 
5. 正当な理由なく型式承認付与を拒否している場合 

(2) パラグラフ（1）の下の指定取り消しに必要なその他事項、事業一時中断の基準は、大統領
令で規定しなければならない。 

第 16 条（型式承認の取り消し） 

(1) 型式承認が付与されている計量器が次のサブパラグラフ 1 から 3 までのどれかの下に入る
場合、その関連型式承認機関の代表はその型式承認を取り消さなければならない。それが
サブパラグラフ 4 の下に入る場合、その型式承認を取り消すことができる： 

1. 第 6 条（1）の規定の下の計量器などの製造事業登録が取り消された場合 
2. 第 12 条（1）の規定に言及されている型式承認又は第 18 条の規定に設けられている

その変更承認が虚偽又はその他不正な手段で付与されている場合 
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3. 型式承認が付与された後で製造された計量器が、第 12 条（3）の規定の下の型式承認

基準を満たせない場合 
4. 第 18 条の規定の下で変更承認が付与されない場合 

(2) パラグラフ（1） 4 の規定に関わらず、ある重要でない事項に関連してだけ第 12 条（3）
の条件に規定している型式承認基準を満たしていないことを理由に、問題の計量器が商取
引の公正な秩序を乱していないと考えられる場合、その型式承認機関の代表は産業資源部
布告によって規定した期間内にその検知を訂正するよう命令することができ、その命令が
その指定期間内に完了すれば、その型式承認を取り消さないことを選ぶことができる。 

第 17 条（型式承認番号の表示、取り外しなど） 

(1) 第 12 条（1）の規定に従って計量器に対して型式承認を付与されたものは誰でも、産業資
源部布告で規定された条件の下で、その計量器上にその型式承認番号を表示しなければな
らない。 

(2) 第 12 条（1）の規定に従って型式承認が付与されていない計量器上に、パラグラフ（1）
の規定で言及した型式承認番号又はその他類似のものを表示してはならない。 

(3) 型式承認番号を表示している計量器がその型式承認が付与された元の計量器を構造的に異
なるように修理された場合、産業資源部はその型式承認番号を削除するか又はスタンプで
それを無効にすることができる。ただし、その修理した計量器の性能が、産業資源部によ
って元の計量器のものと同一であるとみなされた場合には適用してはならない。 

第 18 条（型式承認の変更など） 

第 12 条（1）の規定に従って計量器に対して型式承認が付与されたものは誰でも、その計量器
の構造、型式など一部を変更した場合、産業資源部布告が規定する条件の下で担当型式承認機
関からその承認を取得しなければならない。 

第 19 条（型式承認の追跡管理） 

産業資源部は、第 12 条（1）の規定に従って型式承認を付与されている計量器がその型式承認
基準を満たしているかどうかを確認するため、それらを流通市場で購入してその構造、性能な
どを試験することができる。 

第4節 計量器の試験など 

第 20 条（試験） 

(1) 型式承認が第 12 条（1）の規定に従って付与された計量器は、大統領令が規定している条
件の下で第 21 条（1）の規定に従って指定された試験機関による試験を受けなければなら
ない。ただし、第 21 条（3）の規定に従って自己試験を行ったどの計量器にもそのような
試験全体又はその一部は除外される。 

(2) パラグラフ（1）の規定に従って試験を受けなければならない計量器の試験基準は、産業資
源部が定めなければならない。 
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(3) パラグラフ（1）に言及した試験の有効期間は、大統領令で定めなければならない。 
(4) 法定計量のためパラグラフ（1）の規定に従って試験を実施した計量器を使用しようとする

者は誰でも、大統領令が規定する条件の下の有効期間が満了する前にその計量器の再試験
を実施しなければならない。 

第 21 条（試験機関の指定など） 

(1) 産業資源部は、第 20 条の規定に設けたとおり計量器の専門的かつ効率的な試験を実施する
ため、計量器の試験の実施を委任する機関（以後、「試験機関」という）を指定することが
できる。 

(2) パラグラフ（1）の規定に言及している指定を入手しようとする者は誰でも、大統領令に規
定されている試験要員、試験施設及び装置などを確保した後、産業資源部にその指定申請
を行わなければならない。 

(3) 産業資源部は、産業資源部布告で規定した基準に適合している計量器製造業者はどこでも
試験を実施可能な製造業者（以後、「自己試験製造業者」という）として指定することが
でき、その製造業者は自分の計量器を直接試験することが許可される。 

(4) パラグラフ（1）及び（3）の規定の下における試験機関及び自己試験製造業者の基準及び
その指定方法並びにその他必要事項は、産業資源部布告で規定しなければならない。 

第 22 条（試験機関の指定取り消し又は一時中断など） 

第 21 条（1）又は（3）の規定の下で試験機関又は自己試験製造業者として指定された機関又
は製造業者が次のサブパラグラフのいずれかの下に入った場合、産業資源部はその指定を取り
消すか又は 1 年以下の指定期間その事業全体又は一部の一時中断を命じることができる。ただ
し、サブパラグラフ 1 又は 2 に入る場合は、その指定を取り消さなければならない： 

1. そのような機関又は製造業者が何らかの虚偽又はその他不正手段で試験機関又は自
己試験製造業者に指定されている場合 

2. そのような機関又は製造業者が事業の一時中断中に試験事業を実施していた場合 
3. そのような機関又は製造業者が、第 20 条（2）の規定の下で産業資源部布告に定めた

試験基準に違反して試験を実施している場合 
4. そのような機関又は製造業者が第 21 条（4）の規定の下でその指定基準をもはや満た

していない場合 
5. そのような機関又は製造業者が正当な理由なく試験事業の実施を拒否している場合 

第 23 条（試験シール） 

(1) 第 21 条（1）又は（3）の規定の下で試験機関又は自己試験製造業者として指定された機
関又は製造業者は、産業資源部布告で規定した条件の下で、自分が行った試験に合格した
計量器に試験マークを貼付し、その計量器の許容誤差の勝手な操作を防止するためそれら
を封印しなければならない。 

(2) 試験シールでマークしたその計量器の封印を破損してはならない。 



 

7 

 

 
第 24 条（標準計測機器の検査） 

(1) 他の計量器の試験及び検査を行うための標準として機能する計量器（以後、「標準計量器」
という）を製造する者は誰でも、その標準計量器が産業資源部布告で規定する基準に適合
しているかどうかを確認するため、試験機関が実施する検査を受けなければならない。 

(2) パラグラフ（1）の規定及びその検査の有効期間に従って検査を受ける標準計量器は、大統
領令で規定しなければならない。 

(3) 標準計量器をパラグラフ（1）の規定に従って計測に使用しようとする者は誰でも、大統領
令が規定する条件の下の有効期間の満了する前にその計量器を再検査しなければならない。 

(4) 標準計量器がパラグラフ（1）の規定の下で検査基準を満たしていると見なされる場合、産
業資源部布告で規定した条件の下で、その試験機関はその当該申請者に検査の合格証明書
を発行し、その計量器に検査シールを貼付しなければならない。 

(5) パラグラフ（4）の規定で言及した検査シールの貼付方法は、産業資源部布告で規定しなけ
ればならない。 

第 III 章 実量表示商品の適合性自己宣言 

第 25 条（実量表示商品） 

(1) いかなる実量表示商品を製造、輸入、加工又は販売する者（以後、「実量表示商品ディーラ
ー」という）は誰でも、その容器又は包装上にその商品上に記載した量とその実量間の大
統領令で規定した許容誤差を超えてその商品の実量を記載してはならない。 

(2) すべての実量表示商品ディーラーは、産業資源部布告が定めた方法に従ってその商標又は
その名称と一緒にその容器又は包装上にその物品の実量を記載しなければならない。 

(3) 実量表示商品の実量を検査するための基準及びその他必要な事項は、産業資源部布告で規
定しなければならない。 

第 26 条（実量表示商品の適合性自己宣言） 

(1) すべての実量表示商品ディーラーは、その商品が産業資源部布告に定めた要件を満たして
いるかどうかについて、第 27 条（1）の規定に言及した適合性評価機関から確認を入手
した後、その実量表示商品の実量誤差が該当規格に準拠しているとの宣言（以後、「適合
性の自己宣言」という）を行うことができる。 

(2) 適合性自己宣言を含む確認についての方法、手順などに関する必要事項は、産業資源部布
告で規定しなければならない。 

(3) 適合性自己宣言を行うすべての実量表示商品ディーラー（以後、「適合性自己宣言対象デ
ィーラー」という）は、適合性自己宣言対象実量表示商品（以後、「適合性自己宣言対象
商品」という）が、産業資源部が定めた条件の下でパラグラフ（2）の条件に規定した要
件を満たしていることを証明する文書を保存しておかなければならない。 
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(4) 適合性自己宣言対象のすべてのディーラーは、適合性自己宣言を行ったあと 3 年ごとに、

第 27 条（1）の規定に言及した適合性評価機関からその適合性自己宣言対象商品が適合
性自己宣言のための基準を満たしているかどうかについての確認を入手しなければなら
ない。 

第 27 条（適合性評価機関の指定など） 

(1) 産業資源部は、実量表示の誤差が許容内であるかどうかについての確認を専門的かつ効率
的に実施するため、適合性自己宣言の確認事業を行うために任命機関（以後、「適合性評
価機関」という）を指定することができる。 

(2) パラグラフ（1）の下で適合性評価機関の指定、運営などに必要な事項は、産業資源部布告
で規定しなければならない。 

(3) 産業資源部は、パラグラフ（1）の下での指定目的を達成するために必要な限度内で適合性
評価機関を指導、監督することができる。 

第 28 条（適合性評価機関指定の取り消し） 

(1) どの適合性評価機関も次のパラグラフのどれかの下に入る場合、産業資源部はその指定を
取り消すか又は 1 年以下の指定期間その事業全体又は一部の一時中断を命じることができ
る。ただし、サブパラグラフ 1 又は 2 の下に入る場合は、その指定を取り消さなければな
らない： 

1. 虚偽又はその他不法手段で適合性評価機関として指定されていた場合 
2. 一時事業中断期間中に適合性確認の事業を実施していた場合 
3. 正当な理由なく適合性確認事業を実施していなかった場合 
4. 第 26 条（1）の規定に従って産業資源部布告が定めた要件に準拠して、自己適合性

評価事業を実施できなかった場合 

(2) パラグラフ（1）の下の指定取り消し及び適合性評価機関事業の一時中断に対する基準な
どに関する必要事項は、産業資源部布告で規定しなければならない。 

第 29 条（適合性自己宣言マーク） 

(1) すべての適合性自己宣言対象ディーラーは、産業資源部布告が定めた条件の下で、実量表
示商品の容器又は包装上にその適合性自己宣言に対する基準への準拠マーク（以後、「適
合性自己宣言マーク」という）を貼付することができる。 

(2) 適合性自己宣言対象以外の誰も、その適合性自己宣言マーク又はその他類似マークを使用
してはならない。 

(3) 適合性自己宣言のマーク記載方法及びその他必要事項は、産業資源部布告で規定しなけれ
ばならない。 

第 30 条（適合性自己宣言マークの取り外し） 

適合性自己宣言対象商品が次のサブパラグラフのどれかの下に入り場合、該当適合性評価機関
はその適合性自己宣言マークの取り除きを命令することができる： 

1. 第 26 条（1）の規定に言及している適合性自己宣言の確認を虚偽又は不法手段で入手
していた場合 
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2. 第 26 条（3）の規定に備えている適合性自己宣言に関する文書が保管されていない場

合 
3. 第 26 条（4）の規定に言及されている確認が該当適合性評価機関から入手されていな

い場合 
4. 適合性自己宣言マークが、第 29 条（1）の規定に従って確認した適合性の詳細と異な

って添付されている場合 
5. 適合性自己宣言対象のディーラー以外の者が、第 29 条（2）の規定に反して適合性自

己宣言マーク又はその他類似のマークを貼付している場合。 

第 31 条（適合性自己宣言対象商品の追跡管理） 

(1) 適合性評価機関は、流通市場から適合性自己宣言商品を購入することによってその機関が
確認したそれら商品を試験及び検査することができる。 

(2) パラグラフ（1）の規定に言及した試験及び検査の結果として、適合性自己宣言対象のデ
ィーラーがその適合性自己宣言のための要件を満たしていないと確認された場合、当該適
合性評価機関はディーラーにその適合性自己宣言マークを取り外すよう命令し、その違反
の詳細を産業資源部部長又は当該市長／道知事に通知しなければならない。 

(3) 第 30 条の条件及び本条のパラグラフ（2）に従って適合性自己宣言マークを取り除くよう
命令された適合性自己宣言対象のディーラーは、そのような処分が取られた後 5 年以内は
同一品目に関連して適合性自己宣言を行うことはできない。 

第 IV 章 市長／道知事の事後管理 

第 32 条（検査） 

(1) 市長／道知事は、産業資源部布告で規定された条件の下の計量器をすべて検査しなければ
ならない。 

(2) パラグラフ（1）の下での検査は、2 年ごとに一度実施される定期検査と不定期に実施さ
れる臨時検査に分類される。 

(3) パラグラフ（2）の定期検査対象の計量器は、大統領令で規定しなければならない。 
(4) 市長／道知事は、定期検査と類似の方法ですでに検査又は補正が行われた計量器など産業

資源部布告が定めた計量器をパラグラフ（2）に言及した定期検査から除外することがで
きる。 

第 33 条（定期検査のシール） 

(1) 市長／道知事は、第 32 条（2）の条項に規定した定期検査に合格した計量器に定期検査
シールを貼付しなければならない。 

(2) 市長／道知事は、定期検査で不合格だった計量器から試験シール又は定期検査シールを取
り外すか又は無効にしなければならない。 

(3) パラグラフ（1）で言及した定期検査シールの貼付及びその他必要事項は、産業資源部布
告で規定しなければならない。 

第 34 条（報告、検査など） 

(1) 市長／道知事は、必要であると考えた場合、あらゆる製造業者、修理業者、自己修理業者、
輸入業者、販売業者及び法定計量を行う個人に対して、大統領令に規定した条件の下で必
要な報告を行い、資料を提供させ又はその担当係官を該当事業オペレータの職場、店舗、
事業場所、事務所、工場又は倉庫及び計量器の検査、帳簿の検査、その他品目のチェック
及び該当要員に質問を行うためその他必要な場所を訪問させることができる。 
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(2) パラグラフ（1）に従って、該当事業オペレータの職場、店舗、事業場所、事務所、工場又

は倉庫及び計量器の検査、帳簿の検査、その他品目のチェック及び該当要員に質問を行う
ためその他必要な場所を訪問する場合、その検査の予定日及び時間、理由、内容などを含
めたその検査計画を、検査実施日の少なくとも 7 日前に検査を受ける人に通知しなければ
ならない。ただし、緊急事態の場合又はどのような事前通知でもその検査の目的達成をで
きなくする証拠隠滅を引き起こす可能性があると考えられる場合には、そのような通知を
要求してはならない。 

(3) パラグラフ（1）の規定に従って、事業場所を訪問して検査の実施又は質問を行うことを任
命された公務員（以後、「計量器の検査担当公務員」という）が計量器又は実量表示商品
が存在しているその場所でそれを検査するのが難しいと判明した場合、該当所有者又は占
有者にその計量器及び商品を指定場所に規定の期間移動するよう求めることができる。 

(4) 計量器検査担当の公務員は、それらに関する自分の能力を表示した証明書を携行し、該当
当事者にそれを見せなければならない。 

(5) 報告及び検査手順、検査基準及びその他必要事項は、産業資源部布告で規定しなければな
らない。 

第 35 条（訂正のための発行する命令） 

市長／道知事は、第 32 条（1）の規定に従って実施した検査結果として、精度の程度が適切に
記載されていないと判明した計量器の所有者又は占有者に3か月以下の指定期間内にその計量
器及び問題の記載を是正するよう命令することができる。 

第 36 条（司法警察権） 

この法律で備えた犯罪に関して、計量器検査担当公務員は、司法警察権の責務遂行を行う人に
ついての法律及びその責務範囲に規定している司法警察権の責務を遂行しなければならない。 

第 37 条（不法計量器の取り扱い） 

(1) 市長／道知事は、次のサブパラグラフのどれか一つの下に入る計量器に関して、そのシー
ルマークを取り外すか又は無効にしなければならない： 
1. 第 6 条（1）の規定に従ってその事業を登録していない人が製造又は修理した計量器 
2. 第 10 条のそれぞれのサブパラグラフの規定に従って使用又は保有が制限されている

計量器 
(2) 市長／道知事は、第 8 条又は 25 条の規定に違反している者は誰でも精度の程度など又は

実量を記載するよう又はそのようなマークを訂正し、必要な措置を取るよう命令すること
ができる。 

(3) パラグラフ（1）及び（2）に規定した措置を取るに当たって、市長／道知事は、計量器又
は実量表示商品の所有者又はその占有者にその理由を通知しなければならない。 

第 38 条（登録取り消し及び事業一時中断） 

次のサブパラグラフのそれぞれの下に入る測定及び認証事業に従事している製造業者、輸入業
者又は個人に関連して、市長／道知事はその登録を取り消したり又は一年以下の指定期間事業
の一時中断を命じたりすることができる。ただし、サブパラグラフ 1 の下に入る場合、登録が
一年間取り消されなければならい： 

1. 虚偽又はその他不法手段で第 6 条（1）の規定に従って事業を登録している個人 
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2. 第 6 条（2）の条項に規定した登録のための要件が不足している個人 
3. 第 9 条の規定に違反して譲渡などが制限されている計量器を譲渡、賃貸している若し

くは譲渡又は賃貸のため展示又は保管していた個人 
4. 第 10 条の規定に違反して法定計量を行うために使用など制限されている計量器を使

用又は使用のため保有していた個人 

第 V 附則 

第 39 条（計量プロジェクトのサポート） 

産業資源部は、計量産業の健全な発展を容易にし、取引の公正な秩序を維持するため、次のサ
ブパラグラフのそれぞれの下に入るプロジェクトに従事している機関又は組織を支援するこ
とができる： 

1. 試験及び検査能力の向上と計量産業発展のため計量技術の普及を考えたプロジェク
ト 

2. 計量産業における技術の専門的マンパワー育成を図ったプロジェクト 
3. 実量表示商品の調査を考慮したプロジェクト 
4. 計量器型式承認の相互認証に関して国内又は外国試験機関と協定を結ぶことを意図

したプロジェクト 
5. 産業資源部によって計量システムの発展及び取引秩序維持のため必要であると認め

られたその他プロジェクト 

第 40 条（韓国規格協会及び試験組織） 

(1) 国内規格についての包括法第 14 条（3）の規定に従って国家補正専属担当機関として指
定された製造業者及び個人は、産業資源部による委任対象の韓国規格及び試験組織協会
（以後、「協会」という）を設立することができる。 

(2) この協会は、次のサブパラグラフの下に入るプロジェクトを実行しなければならない： 
1. 計量産業を発展させ、その測定精度向上を目標とする指導、調査、広報活動などの関

連プロジェクト 
2. 計量産業内の専門的マンパワーの育成関連プロジェクト 
3. 産業標準化法の第 28 条の規定の下、計量器のための技術規格及び集団規格の開発及

び普及関連プロジェクト 
4. 国内規格についての包括法第 22 条の規定の下での計量器の製品認証及び同法第 23

条の規定下での試験及び検査機関の承認関連プロジェクト 
5. 計量に関連した国際組織及び外国組織との協力促進関連プロジェクト 
6. 産業資源部によって指定又は開始された計量関連その他プロジェクト 

(3) この協会は、法人でなければならない。 
(4) この協会の設立、運営、監督などに必要な事項は、大統領令で決めなければならない。 

第 41 条（聴聞会） 

(1) 産業資源部は、次のサブパラグラフのそれぞれにおいて提供した指定を取り消す場合、聴
聞会を開催しなければならない： 
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1. 第 15 条（1）の規定の下での型式承認機関の指定の取り消し 
2. 第 22 条の規定の下での試験機関又は自己試験製造業者指定の取り消し 
3. 第 28 条（1）の規定の下での適合性評価機関の指定取り消し 

(2) 市長／道知事は、第 38 条の規定に従って登録を取り消そうとする場合、聴聞会を開催し
なければならない。 

第 42 条（手数料） 

次のサブパラグラフのどれか一つの下に入る個人は、産業資源部布告で規定している手数料を
支払わなければならない： 

1. 第 6 条（1）の規定に従って登録をしようとする個人 
2. 第 12 条（1）の規定に従って型式承認を又は第 18 条の規定に従ってそこにある変更

承認を得ようとする個人 
3. 第 20 条（1）の規定に従って標準計量器の試験を受けようとする個人 
4. 第 24 条（1）の規定に従って標準計量器の検査を受けようとする個人 
5. 第 32 条（2）の規定に従って自分の計量器の定期検査を受けようとする人の中で次の

項目のどれか一つに入る個人： 
(a) 計量及び認証事業を登録している個人  
(b) 計量器が土地又は建物に付属しているか又は移動するのが難しいので、その設置

場所でその機器の検査を行う個人 

第 43 条（権限の委任） 

産業資源部は、その権限の一部をこの法律の下で市長／道知事に、又は大統領令に規定された
条件の下で産業資源部に属する機関の代表に委任することができる。 

第 44 条（権限の委託） 

産業資源部及び市長／道知事は、その権限の一部をこの法律の下で、科学・技術の政府出資機
関の設立、運営及び育成についての法律の第 2 条、サブパラグラフ 1 の規定に従って設立した
科学・技術分野に特化した政府出資研究機関及びその関連業務に従事しているその他機関又は
組織に委託することができる。 

第 45 条（罰則適用における公務員としての法的擬制） 

第 44 条の規定に従って産業資源部又は市長／道知事が委託した業務に従事している研究機関
又はその他機関及び組織の役員及び従業員は、罰則法の第 129 条から 132 条を適用する公務員
であると見なされる。 
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第 VI 章 罰則 

第 46 条（罰則）  

次のサブパラグラフのどれか一つの下に入る個人は誰でも、3 年以下の禁固刑又は 1 千万ウォ
ン以下の罰金刑を科されるか又はそれら罰則刑の同時賦課の可能性がある： 

1. サブパラグラフを除外した第 6 条（1）の前半部分の規定に違反して、事業登録をす
ることなく計量器の製造又は修理事業を運営している個人 

2. 第 9条のサブパラグラフ 3の規定に違反して計量器の製造業者でない個人が製造した
計量器又は第 12 条（1）の規定に違反して型式承認が付与されていない計量器を譲渡
又は賃貸している個人 

3. 第 11 条（3）の規定に違反して計量器を変更したか、又は第 9 条のサブパラグラフ 6
の規定に違反して変更した計量器を譲渡又は賃貸している個人 

4. 型式承認取得に失敗したか、第 12 条（1）、20 条（1）又は 24 条（1）の規定に違反
した標準計量器の試験又は検査を受けていない個人 

第 47 条（罰則） 

次のサブパラグラフのどれか一つの下に入る個人は誰でも、2 年以下の禁固刑又は 7 百万ウォ
ン以下の罰金刑を科されるか又はそれら罰則刑の同時賦課の可能性がある： 

1. 第8条の規定に違反して精度などを記載しなかった個人又は計量器上に虚偽の精度を
記載した個人 

2. 第 9 条のサブパラグラフ 2 の規定に違反して、精度を記載していないか又は事実を知
りながら虚偽の精度を記載した計量器を譲渡又は賃貸した個人 

3. 試験の有効期間が第 9条のサブパラグラフ 4の規定に違反して満了している計量器を
譲渡又は賃貸した個人 

4. 第 10 条の規定に違反して計量器でないもの又は法定計量に対して同一条項の各サブ
パラグラフの下に入る計量器を使用した個人又は法定計量目的でそのような計量器
を保有している個人 

5. 計量器を変更する目的で、その機器のシールを破壊した個人 
6. 測定を欺く目的で計量器を使用した個人又は不正手段で法定計量を行った個人 

第 48（罰則） 

次のサブパラグラフのどれか一つの下に入る個人は誰でも、1 年以下の禁固刑又は 5 百万ウォ
ン以下の罰金刑を科されるか又はそれら罰則刑の同時賦課の可能性がある： 

1. 第 56 条（2）の主文の規定に違反して、非法定単位を記載した計量器又は商品を製造
又は輸入した製造業者又は輸入業者 

2. サブパラグラフを除外した第 6 条（1）の前半部分の規定に違反して、事業登録をす
ることなく計量及び認証事業を運営している個人 

3. 第 9 条のサブパラグラフ 5 の規定に違反して、試験シール又は定期検査シールを貼付
していないか又は事実を知りながら虚偽のシールを貼付した計量器を譲渡又は賃貸
した個人 

4. 第 17 条（2）の規定に違反して型式承認番号又はその他類似番号を表示している個人 
5. 第 25 条（1）の規定に違反して、容器又は包装に入った商品を販売している間、その

実量に関して許容誤差を超えて計量した商品を販売した個人 
6. 第 35 条の規定の下で是正するよう求められた命令を実行できなかった個人 
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第 49 条（犯罪未遂） 

第 46 条のサブパラグラフ 2 及び 3、第 47 条のサブパラグラフ 2 及び 3、第 48 条のサブパラ
グラフ 3 及び 5 の条件に規定したように罪を犯そうとした個人は、罰されなければならない。 

第 50 条（共同罰則） 

企業の代表者又は代理人、企業の就労者、その他従業員又は個人が企業又は個人の事業に関連
して第 46 条から第 49 条に違反する行為を行った場合、そのような企業又は個人はその行為者
の刑罰に加えて各関連条項に従って罰金が科される。 

第 51 条（過失罰金） 

(1) 次のサブパラグラフのどれか一つに該当する個人には、3 百万ウォン以下の過失罰金が科
される： 
1. 第 9 条のサブパラグラフ 1 の主文の規定に違反して、非法定測定単位をマークした計

量器を譲渡又は賃貸している個人 
2. 第 25 条（2）の規定に違反して、物品の容器又は包装上にその実量の表示、その商標

又は自分の名称の貼付をしていない個人 
3. 第 29 条（2）の規定に違反して、適合性自己宣言が行われていない実量表示商品上に

適合性自己宣言を貼付している個人 
4. 第 30 条又は 31 条（2）の規定に違反して、適合性自己宣言マークの取り外しをして

いない個人 
5. 第 32 条（2）の規定に違反して、計量器に定期検査を行っていない個人 

(2) 次のサブパラグラフのどれか一つに該当する個人には、百万ウォン以下の過失罰金が科さ
れる： 
1. 第 5 条（1）の規定に違反して、測定又は広告するため非法定測定単位を使用してい

る個人 
2. サブパラグラフを除外した第 6 条（1）の後半部分の規定に違反して、登録の変更事

項を報告しなかった個人 
3. 第 11 条（1）の規定に違反して、許容誤差を超えて計量している個人 
4. 第 20 条（4）又は 24 条（3）の規定に違反して、試験又は検査有効期間が満了して

いる計量器の試験又はその標準計量器の検査を受けていない個人 
5. 第 34 条（1）の条件に規定した報告書の整理、データの提出又は臨時検査の拒否、妨

害又は回避をしている個人 
6. 第 34 条（3）の規定に違反して、計量器又は物品の移動要求に従わない個人 

(3) パラグラフ（1）及び（2）に言及した過失罰金は、大統領令で規定しているように産業資
源部又は市長／道知事によって課され、徴収される。 

(4) パラグラフ（3）の条件の下で課せられた過失罰金のため取られた処理に不満足な個人は、
その措置取られたことに関する通知に記載された日付から 30 日以内に、産業資源部又は
市長／道知事に異議を申し立てることができる。 

(5) パラグラフ（3）の条件の下で過失罰金を科すため取られた措置対象の個人がパラグラフ
（4）に従って異議を申し立てた場合、産業資源部又は市長／道知事がその事実を担当裁
判所に遅滞なく通知し、その担当裁判所は、その通知を受領次第、この件を非訴事件訴訟
手続法に従って公判に付さなければならない。 

(6) 何も異議が申立てられず、課された過失罰金がパラグラフ（4）に規定した期間内に支払
われない場合、その過失罰金は遅滞国又は地方税徴収で取る措置の事例に従って徴収しな
ければならない。 
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附属書 

第 1 条（施行日） 

この法律は発布日の後 6 か月で有効となる。ただし、第 12 条 (3)、第 14 条、第 15 条、第 26
条 (2)、第 27 条、第 28 条及び第 41 条の規定は、その発布日から 1 年後に発効し、第 12 条(1)
及び第 26 条(1)、第 46 条のサブパラグラフ 3 並びに第 51 条(1)の 4 及び 5 の規定は、その発
布日から 1 年半で発効されなければならない。 

第 2 条（型式承認、計量器の試験及び標準計量器の検査期間に関連する過渡的措置） 

型式承認又は試験が付与又は実施されている計量器若しくはこの法律が発効した時点におい
て以前の規定の下で検査が行われている標準計量器はいずれも、そのような型式承認、試験又
は検査がそれら有効期間の限度内にこの法律の下で付与又は実施されたと見なさなければな
らない。 

第 3 条（型式承認機関及び計量器試験機関に関する過渡的措置） 

この法律が発効した時点で以前の規定の下で試験を行う機関として指定されていた個人はだ
れでも、第 14 条及び 21 条の規定の下での型式承認機関又は試験機関として指定されていると
見なさなければならない。 

第 4 条（罰則に関する過渡的措置） 

この法律の施行以前に行った行為に対する罰則の適用は、以前の規定が適用されなければなら
ない。 

第 5 条（その他法律との関係） 

この法律の施行時に以前の計量法の規定がどれか他の法律に引用されている場合、この法律に
対応する規定が存在するなら、この法律又はこの法律の対応規定が、その以前の規定に替わっ
て引用されると見なさなければならない。 


