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日本代表団との会議

（法定計量課長）

インド政府
消費者・食料配給省

消費者局
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• 法定計量：計量及び測定の安全性及び正確さの
観点から，公的保証を確かなものとするという目
的を持つ必須技術・法定要件に関して，計量及び
測定の単位，計量及び測定の方法並びに計量器
及び測定器を扱う計量分野を意味する。
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• 法定計量分野における消費者局の役割

• 1. 消費者局は，法定計量法，2009年の実施及び重量又は寸法に関

して一般消費者の利益を確実なものとし，商品が最高小売価格を
超えた価格で販売されることがないことを確実なものとするための
独立機関である。

• 2.  消費者局は，法定計量法， 2009年を次の規定と共に実施する。

(i)  法定計量（包装商品）規定，2011年

(ii) 法定計量（型式承認）規定，2011年

(iii) 法定計量（記数法）規定, 2011年

(iv) 法定計量 （一般）規定, 2011年

(v) 法定計量（国内標準器）規定, 2011年

(vi) インド法定計量協会規定, 2011年
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• 3. 消費者局の管理統制の下に5つの地域参照標準試験所

がある。これらは，定期的に州政府の二次標準及び実用標
準，分銅，計量器，ものさしなどを検定し，貿易及び取引に
おける正確な計量と測定を確実なものとしている。これらの
試験所は，分銅及び計量器の型式試験という必須業務を行
う。

• 4. 参照標準は，地域参照標準試験所に保持されており，イ
ンド国立物理試験所（NPL）で定期的に検定される。

• 5. 消費者局の管理統制の下，ラーンチーにはインド法定計

量機関と呼ばれる法定計量分野の研修機関がある。この機
関は，インド人担当官及び外国の法定計量担当官の定期研
修を行う。
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• 6. 消費者局は，インドにおける法定計量インフラ強化のための計画
案を実施している。2012年から2017年までの第12次5カ年計画のた
めに30億ルピーが計上された。

• 7. インド政府は，国内及び国際レベルの法定計量分野に従事する
人的資源の技術面及び管理面のスキルを強化することを決定した。

• 8. 法定計量法及びそれに基づく規定の枠組みは，国際法定計量機
関（OIML）の勧告に基づいている。

• 9. インドでは，輸入が法及び規定の条項に従って行われる場合は，
はかり及び測定器の輸入に対する規制はない。

• 10. 法定計量の実施は，州政府の責任であり，その中には，法に基

づいて規定される分銅及び計量器の検定，検査及び審査が含まれ
る。

5

法令

法定計量法，2009年（2010年1月）は，57
条から成り（2010年1月14日公布），2011
年4月1日に施行され発効した。
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法定計量法, 2009年
• 計量及び測定に関して“製造事業者” とは
次の者を意味する –

• (i) 分銅及び計量器を製造する者

• (ii) かかる分銅又は計量器の2つ以上の部

品を製造し，またその他の部品を取得し，
それらを組み立てた後，最終製品を場合
によっては同者又は同社が独力で製造し
た分銅又は計量器であると主張する者

7

• (iii) かかる分銅又は計量器の部品は一切

製造しないが，他者が製造した部品を組み
立て，最終製品を場合によっては同者又
は同社が独力で製造した分銅又は計量器
であると主張する者

• (iv) 他者が製造した完成した分銅又は計

量器に自身の標識を付け，又は付けさせ，
その製品を，場合によって同者又は同社
が独力で製造した分銅または計量器であ
ると主張する者
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• “包装商品”とは，購入者がいないところで，
収められた製品が所定の量をもつように，
封印の有無を問わず何らかの容器に収め
られた商品を意味する。

9

“人” には次が含まれる-

• (i) ヒンズー不分割家族

• (ii) あらゆる部局又は官庁

• (iii) 政府によって設立又は任命されたあらゆる組織

• (iv) インド領内のあらゆる地方自治体

• (v) 会社，商事組合及び個人社団

• (vi) 1つの法律に基づいて構成された信託会社

• (vii) 1つの法律に基づいて構成されたあらゆる協同組合

• (viii) 1860の21。組合登録法，1860年に基づいて登録され
たあらゆるその他の組合
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“販売”とは,その文法的変異及び類似の表現を伴っ

た上で，現金若しくは延払いで，又はその他の有
価約因と引き換えで，分銅，計量器又はその他物
品の1名による他者への移送を意味し，分銅，計量

器若しくはその他物品の分割購入システム又は分
割払いのその他システムでの移動を含むが，かか
る分銅，計量器若しくはその他物品の担保若しくは
担保契約，又は課徴金若しくは質権は含まない。
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“封印”とは，刻印を行う装置又は方法を意味し，刻印の完
全性を確実なものとするために使用される電線又はその
他付属品を含む。

“刻印”とは，次のいずれかを目的として，型押し，鋳込み，

彫刻，食刻，烙鉄，加圧紙封印の貼付又は分銅若しくは
計量器に関連するその他のあらゆる方法で作られた 標識
を意味する。

(i) かかる分銅又は計量器が，本法によって又はこれに基

づいて規定された標準器に適合していることを証明するこ
と

(ii) かかる分銅又は計量器が，本法によって又はこれに基

づいて規定された標準器に適合していることを証明した以
前に作られた標識が抹消されたことを示すこと
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“取引”とは，次のいずれかを意味する-

• (i) 販売，購入，交換又はその他の目的のあらゆる契約

• (ii) あらゆる使用料，輸送料金，関税又はその他税金の
査定

• (iii) 行った仕事，支払われるべき賃金又は提供した役務
の査定

“検定”とは，その文法的変異及び類似の表現を伴った上で
，分銅又は計量器に関して，かかる分銅又は計量器が本
法によって又は本法に基づいて定められた標準器に適合
することを確実なものとすることを目的としたかかる分銅
又は計量器の比較，検査，試験又は調整の方法を含み，
再検定及び校正も含む。

13

• “分銅又は計量器” とは，本法によって又

は本法に基づいて規定された分銅又は計
量器を意味し，はかり又は測定器を含む。
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• 度量衡の基本単位- (1) 各基本単位 - (i) 長さ
はメートルとする (ii) 質量はキログラムとする
(iii) 時間は秒とする (iv) 電流はアンペアとする
(v) 熱力学温度ではケルビンとする (vi) 光度は
カンデラとする (vii) 物質量はモルとする。

• (2) (1)項に述べた基本単位の明細，組立単位
及びその他単位は，規定できる単位とする。

15

• 18. (1) 何人も，包装品が規定の標準量又は標準

数ではなく，かかる宣言及び明細を規定の方法で
つけていない限り，かかる包装商品を製造，包装，
販売，輸入，流通，引渡し，市場投入，陳列又は販
売目的で所有してはならない。
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• 19. 何人も，同者が規定される方法で規定
される料金を支払って部長(Director)によ

る登録を受けない限り，分銅又は計量器を
輸入してはならない。

• 20. 分銅又は計量器が本法によって又は

本法に基づいて定められた分銅又は計量
器の標準器に適合しない限り，単独であろ
うと又は機械の1部品若しくは構成部品と
してであろうと，輸入してはならない。

17

• 21. 法定計量及びその他の類似の知識分

野の研修を提供するために，度量衡標準
法，1976年の条項に基づいて定められた

“インド法定計量協会”（以下，協会と称す）

は，本法の該当する条項に基づいて設立
されたと見なすものとする。
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• 22. すべての者は，分銅又は計量器を製造若しくは輸入する前に，

規定される方法で，規定される料金を支払い，規定される当局に分
銅又は計量器の型式承認を求めるものとする。

• ただし，かかる型式承認は，小売取引において繊維又は木材を測
定するために通例的に使用される鋳鉄，黄銅，金銀地金若しくはカ
ラット分銅又はさおばかり，ものさし（巻尺ではない），小売取引にお
いて灯油，牛乳又は飲用蒸留酒を測定するために通例的に使用さ
れる容量20リットル以下の容量計量器については，求められない。

• さらに，規定当局は，インド以外の国で承認を受けた分銅又は計量
器の型式が本法によって又は本法に基づいて定められた標準器に
適合することを条件として，試験を行わずに又は適合と見なす試験
の後で，かかる型式を承認することができる。

19

• 23. (1) 何人も，同者が第(2)項に基づいて管理者により発

行されたライセンスを所持しない限り，分銅又は計量器を
製造，修理若しくは販売，又は提供，陳列若しくは修理又
は販売目的で所有してはならない。

• ただし，自身の分銅又は計量器のその製造国以外の国で
の修理については，修理のためのライセンスは製造事業
者によって求められないものとする。

• (2) 第(1)項では，管理者は，規定される様式及び方法で，

規定される条件に基づき，規定される期間及び管轄地域
について，かつ規定される料金支払時に，ライセンスを発
行するものとする。
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• 24. (1) 自身が取引において若しくは安全のために使用中である，又は使用の意

図がある若しくは使用する可能性が高いことを示す状況において，分銅又は計量
器を所有，保管又は管理している者はすべて，かかる分銅又は計量器を実際に
使用する前に，一般注文又は特別注文により，管理者が代表して規定する料金
を支払い，規定する場所で規定する時間にわたって，かかる分銅又は計量器を
検定してもらうものとする。

(2) 中央政府は，政府承認試験センターを通じて検定が行われるべき分銅及び計
量器の種類を規定することができる。

• (3) 政府承認試験センターは，規定される方法で，規定される諸条件及び規定さ

れる料金について，場合によって中央政府又は州政府から通知を受けるものとす
る。

• (4) 政府承認試験センターは，規定される資格及び経験を持つ者を指名又は雇用
し，第(2)項に基づいて規定された分銅及び計量器の検定の規定される料金を規
定諸条件で徴収するものとする。

21

• 32. 型式承認を受けなかった場合の処罰：

• 分銅又は計量器の型式を承認を受けるために提出しな
かった又は提出し忘れた者は，20,000ルピーまでの罰金
に処すものとする。また，2回目又はそれ以降の違反に
ついては，1年までの投獄及び罰金に処すものとする。

• 33. 未検定の分銅又は計量器の使用に対する処
罰： 未検定の分銅又は計量器の販売，流通，引渡し又
は移送若しくは使用する者は，2千ルピー以上1万ルピー
までの罰金に処すものとする。また，2回目又はそれ以
降の違反については，1年までの投獄及び罰金に処すも
のとする。
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• 38. 分銅又は計量器の輸入業者による不登録に対
する処罰:

• 本法に基づく登録を受けずに分銅又は計量器を輸入する
者は，25,000ルピーまでの罰金に処すものとする。また，2
回目及びそれ以降の違反については，6か月までの投獄
若しくは罰金，又はその両方に処すものとする。

• 45. 分銅及び計量器の無許可製造に対する処罰:  本法又

はそれに基づいて作られた規定に基づく許可証を所有す
ることを求められながら有効な許可証を所持せずに分銅
又は計量器を製造する者は，20,000ルピーまでの罰金に
処すものとする。また，2回目及びそれ以降の違反につい
ては，1年までの投獄若しくは罰金，又はその両方に処す
るものとする。

23

• 36. (1) 本法に規定される包装品上の宣言に適合し

ない包装商品を製造，包装，輸入，販売，流通，引
渡し又は移送，市場投入，陳列若しくは販売目的
で所有するか，又は販売，流通，引渡し若しくは移
送，市場投入，販売目的で陳列を行わせる者は，2
万5千ルピーまでの罰金に処すものとする。また，2
回目の違反については，5万ルピーまでの罰金に
処し，それ以降の違反については，5万ルピー以上
10万ルピーまでの罰金，1年までの投獄，又はその
両方に処すものとする。

24
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• (2) 規定される正味量に誤りのある包装商品を

製造，包装，輸入するか，又は製造，包装，輸入
を行わせる者は，1万ルピーから5万ルピーまで
の罰金に処すものとする。また，2回目及びそれ
以降の違反については，10万ルピーの罰金若し
くは1年までの投獄，又はその両方に処すものと
する。

25

• 48. (1) 第25条，第27条から第39条，第45条から第47条又は第52条
第(3)項に基づいて作られた規定に基づいて処罰すべき違反は，起

訴の前又は後に，規定される金額の政府貸方への支払いをもって，
和解に持ち込むことができる。

• (2) 部長又は部長がその代理として特に権限を付与した法定計量担
当官は，第25条，第27条から第39条，又は第52条第(3)項に基づい

て作られた規定に基づいて処罰すべき違反を和解に持ち込むこと
ができる。

• (3) 管理者又は管理者がその代理として特に権限を付与した法定計
量担当官は，第25条，第27条から第31条，第33条から第37条，第
45条から第47条，又は第53条第(3)項に基づいて作られた規定に基
づいて処罰すべき違反を和解に持ち込むことができる。

• ただし，かかる金額は，どんな場合にも，罰金の最高額を超えては
ならず，

• その罰金の最高額は，和解に持ち込んだ違反に対して本法に基づ
いて科された罰金額となる。

26
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• (4) 第(I)項の内容のいずれも，最初に犯した違反が和解とされた期
日から3年以内に，同じ又は類似の違反を犯した者には適用されな
い。

• 説明 – 本項では，違反が以前に和解となった期日から3年の期間の
満了後に犯した2回目又はそれ以降の違反は，1回目の違反と見な
されるものとする。

• (5) 違反が第(I)項に基づいて和解となった場合，違反者に対し，和

解とされた違反については，場合によって一切の訴訟手続きを行わ
ないか，又はさらなる手続きを取るものとする。

• (6) 本法に基づく違反は，本条で規定する場合を除き，和解に持ち
込んではならない。

27

• 49. (1) 本法に基づく違反が会社によって犯された場合 --

• (a) (i) 第(2)項に基づいてその会社の事業活動について会社を管理

し，かつ会社に対して責任を持つことを指名された者（本条では以
下，責任者と称す）がいる場合は，同者，又は

• (ii) 誰も指名を受けていない場合は，違反時にいたすべての者が会

社の事業活動について会社を管理し，かつ会社に対して責任を持
つ，及び

• (b) 会社は，

違反を犯したと見なされ，訴えに対する法的責任があり，相応に処
罰されるものとする。

• ただし，この項の内容のいずれも，何人も，その違反が同者に無断
で犯されたこと及び同者がかかる違反行為を防止するためにすべ
ての十分な努力を行っていたことを証明すれば，本法に規定された
処罰に対する法的責任を負わせるものではない。

28
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• (2) 会社は，書面による指示により，その役員のい

ずれかに対し，会社による本法に基づく違反を防
止するために，すべての権限を行使し，必要又は
適切な手段を講じる許可を与えることができ，同社
がかかる役員を責任者として指名したことを，かか
る指名を受けたことに対するかかる役員の承諾書
と共に，部長若しくは関係管理者又はかかる管理
者の代理として権限を与えられた法定計量担当官
（本条では以下，授権担当官と称す）に対し，規定
される様式及び規定される方法で通知することが
できる。

29

• 説明 – 会社が異なる事業所若しくは支社，又は事

業所若しくは支店内の異なる部署を有する場合，
本項に基づいて，異なる事業所若しくは支社又は
部署に対して別々の者を指名することができ，いず
れかの事業所，支社又は部署に対して指名を受け
た者は，かかる事業所，支社又は部署について責
任者と見なされるものとする。

30
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(3) 第(2)項に基づいて指名を受けた者は，次に掲げるいずれか最も早いものが行わ
れるまでは責任者を継続するものとする。

(i) その後かかる指名を取り消す通知を部長又は関係管理者若しくは授権担当官が
会社から受領するまで，

(ii) 同者がその会社の役員でなくなるまで，

(iii) 同者が部長又は関係管理者若しくはその会社に通告された法定計量担当官に

対して，書面による指名取消要請を行うまで。かかる要請は，部長又は関係管理
者，若しくは法定計量担当官が対応するものとする。

ただし，かかる者がその会社の役員でなくなった場合，同者は役員でなくなったという
事実を部長又は関係管理者若しくは授権担当官に告知するものとする。

さらに，かかる者が第（iii)節に基づいて要請を行う場合，部長又は関係管理者若しく

は授権担当官は，その要請が行われた期日よりも早い期日から効力を有するとし
て，かかる指名を取り消してはならない。
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• (4) 前項の内容にかかわらず，会社が本法に基づく違反を犯し，そ
の違反が，役員，管理職，秘書，若しくは第(2)項に基づいて指名を

受けた職員以外の職員の承諾又は黙認の下に犯された，又はかか
る者の側の怠慢に起因することが証明された場合，かかる役員，管
理職，秘書又は職員も，その違反を犯したと見なされ，訴えに対す
る法的責任があり，相応に処罰されるものとする。

• (5) 会社が本法に基づいて，本法の条項のいずれかの違反行為で

有罪判決を受けた場合，同社は，同社に有罪判決を下した裁判所
に，社名，営業地，違反の性質，同社が有罪判決を受けた事実及
び裁判所がその事例の状況において適切であると見なすその他の
詳細を，同社が費用を負担して裁判所から指示を受けた新聞で公
表させる法的資格があるものとする。
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• (6) 第(5)項に基づく公表は，裁判所命令に対する上訴提出期間が

上訴を提出することなく満了するまで，又は提出されたかかる上訴
の決着がつくまでは行ってはならない。

• (7) 第(5)項に基づく公表の費用は，その費用が裁判所から科された

罰金であるかのごとく，その会社から回収することができるものとす
る。

• ‘説明 – 本条では，

• (a) “会社”とは，法人を意味し， 商事組合又はその他個人社団を
含み

• (b) “役員”とは，商事組合に関しては，その商事組合の共同出資者
を意味するが，指名役員，名誉役員，政府指名役員は除く。
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連絡窓口詳細

• インド政府，消費者局，法定計量課長
Director of Legal Metrology）

• 電話: +91 11 23389489; 

• ファクス: +91 11 23385322;

• 電子メール:- dirwm-ca@nic.in

• ウェブサイト:- www.fcamin.nic.in
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権利を主張しましょう!!

後援：

インド政府，

消費食糧分配省


