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Introduction

Short CV: 

• George Teunisse; 

• Today staff member of agency of the Dutch Ministry of 
Economic affairs;

• Since 1978 involved in metrology; 

 23 years scientific metrology (EM fields) 

 16 years legal metrology 

At present:

• OIML contact and assignee for The Netherlands

• Responsible for 3 OIML subcommittee secretariats 
George Teunisse

３



プレゼンター紹介

略歴: 

• ジョージ・テウニッセ（George Teunisse）; 

• 現オランダ経済省局員;

• 1978年より計量に携わる; 

 23年間：科学計量（電磁場）

 16年間：法定計量

現在：

• オランダのOIML連絡窓口及び指定代理人

• 3つのOIML小委員会の責任者

George Teunisse

３
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Metrological control in the Netherlands

Metrological control in The Netherlands > 50 years ago:

• Only national legislation

– National verification of individual measuring instruments

›Often instruments from national and nearby manufacturers

›Verification of instruments (MI)  for large range of different 
measurement quantities (weights, weighing, temperature, 
volume, length, etc.) 

›Relative simple instruments (often only mechanical)

›Often on site verification/inspection 

Metrological control from about 1970

• Still national legislation but EU directives for some MI to be taken 
into account and implemented in national legislation

– Introduction of type approval

５



オランダにおける計量管理

オランダにおける計量管理 > 50年前:

• 国内法令のみ

– 個々の計量器の国家検定

›国内の製造事業者及び近隣諸国の製造事業者からの計器が多かった

›広範な種類の測定量（分銅，秤量，温度，体積，長さ，その他）の計器
（MI）の検定

›相対的に単純な計器（機械だけの計器であることが多かった）
›現場検定/検査が多かった

1970年頃からの計量管理

• 依然として国内法令であるが，MIによってはEU指令を考慮に入れること，
及びEU指令を国内法令で施行することが求められている

– 型式承認の導入

５



Developments in Metrology (MI innovations)

Measuring Instruments (MI) innovations

– Smaller MI or modular

– Easier international trade;  open borders for trade of instruments

›Extending number of different types for one measurement 
quantity

– More complex MI; often containing electronics

– Remote display and interconnected MI

MI legal control requires specific expertise

– Type approval and certification of MI

– Execution of evaluation in laboratory

– MI uncertainty analysis

Open market requires harmonizing requirements

– At the International level (OIML)

– At the regional level (e.g. EU Directives)  

６



計量の発展（MIのイノベーション）

計量器（MI）のイノベーション（技術革新）

– MI又はモジュラの小型化

– 国際貿易の簡便化;  計量器貿易に対する国境の開放

›1つの測定量に対する型式の種類の増加

– MIの複雑化; 電子機器を内蔵する場合も多い

– 遠隔表示及び相互接続MI

MIの法的管理には，特殊な専門技術・知識が必要である

– MIの型式承認及び認証

– 試験所での評価の実施

– MIの不確かさ解析

自由市場では，要件の整合化が求められる

– 国際レベルで (OIML)

– 地域レベルで (例 EU指令)  

６



Metrology law in The Netherlands today

The Metrology law sets performance criteria for:

• Measurements for specific purposes of which the performance of 
the applied MI is regulated by the law.

• Some MI as defined in EU regulations for other use than the 
specific purposes as defined in law.

Both require fulfilling performance criteria if marked to be used for 
legal metrology.

７



現在のオランダにおける計量法

計量法は基準を設定している：

• 適用対象のMIの性能が法律で規制される特定目的の測定

• 法律で定められた特定目的以外の用途に関するEU指令規則で定められてい
るいくつかのMI

いずれも，法定計量目的で使用されるとの標識がある場合は，性能基準を満た
すことが求められる

７
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Metrology law in many parts refers to EU directives (NAWID and MID)

Today practice: often type approval is first step in proving conformity

• Each EU Notified Body (NB) certificate valid for all EU countries

(if in NB accredited scope)

• EU allows for alternative routes for proving 

conformity (modular approach)

• For conformity assessment:

OIML Certificate may serve in fulfilling the 

MID essentials on design and performance

Risk assessment applied in NL

› Less measurement quantities in scope of legislation

• e.g. temperature; length (one or two dimensions); water meter

Metrological control in The Netherlands today

９



計量法は，多くの部分で，EU指令 (NAWID及びMID)を参照している

現在の慣行: 型式承認が適合性を証明する第1段階であることが多い

• EUの通知機関(NB)の各証明書は， EU諸国すべてで有効である

(NBの認定範囲に入っている場合)

• EUは，適合性を 証明するための代替手段を

認めている（モジュラー方式）

• 適合性評価の場合:

OIML証明書は，設計及び性能に関するMIDの必須

要件を満たす際に役立てることができる

オランダで適用されているリスク評価

› 法令の適用範囲内の測定量の減少
• 例 温度，長さ（1次元又は2次元）， 水道メータ

現在のオランダにおける計量管理

９



NL Regulated MI  (from MID and NAWID)

Gas meters Electrical Energy 
meters

Thermal Energy
meters

Liquid Fluids Flow
MI incl. cryogen

Automatic 
Weighing 

Instruments

Taxi meters Multidimensional 
MI

Non Automatic 
Weighing  

Instruments

10



オランダが規制するMI  (MID及びNAWIDから)

ガスメータ 電力量計 積算熱量計 寒剤を含む液体流量
MI

自動はかり タクシーメータ 多次元MI 非自動はかり

10



Nationally regulated MI

Liquid storage tanks Liquid level gauges Manual dispensers for 
mixed fuels

Dynamic Vehicle Weighing instrument CGF-dispensers

11



国家的に規制されているMI

液体貯蔵タンク 液面計 混合燃料手動計量分配装置

動的車両はかり CGF計量分配装置

11



EU MID regulated; CE Control in NL 

Water meters Material measures of 
Length 

Capacity serving 
measures

Length MI Area MI NL regulated different law
Exhaust gas analysers

12



EUのMIDによる規制; オランダにおけるCE管理

水道メータ 長さの実量器 計量カップ

長さMI 面積MI オランダでは別の法律で
規制 排気ガス分析計

12



No longer EU regulated; use not obliged.

Weights Tire Pressure 
gauges

Bottles used as 
measuring containers

Standard mass per 
volume of grain

Alcohol
contents MI

Vessels of ships

13



EUによる規制は現在はない; 使用は義務ではない; 

分銅 タイヤ圧力計 ます（計量容器）とし
て用いられるびん

穀類の体積当たりの
標準質量

アルコール濃度MI 船の貨物容器

13
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Organization chart metrology in NL (196? - 1989)

Dienst van het IJkwezen

Directorate I

Regional offices

Directorate II

National Standards
Enforcement /

Inspection
Testing & 

Certification

Ministry of Economic affairs

(Type) evaluation

15



組織図 オランダにおける計量 (196? - 1989)

Dienst van het IJkwezen

Directorate I

地域事務所

Directorate II

国家標準
施行 /
検査

試験& 
認証

経済省

(型式) 評価

15



Organization chart metrology in NL (1989-2001)

Netherlands Measuring institute (NMi)

NMi-Van Swinden Laboratory B.V. NMi-Certin B.VVerispect B.V.

National Standards
In metrology law 

Enforcement / 
Inspection

In metrology law 

Testing & 
Certification

In metrology law 

Shareholder: Ministry of Economic affairs

16



組織図 オランダにおける計量 (1989-2001)

オランダ計量研究所 (NMi)

NMi-Van Swinden Laboratory B.V. NMi-Certin B.VVerispect B.V.

計量法における
国家標準

計量法における
施行 / 検査

計量法における
試験 & 
認証

株主: 経済省

16



Organization chart metrology in NL (2001-2016)
(TNO= contract research 
organization founded by public law)

TNO management board

VSL B.V. NMi B.VVerispect B.V.

National Standards 
Law on Metrology

chapter 2 

Enforcement /
Inspection

Law on Metrology
chapter 6

Testing & 
Certification

Law on Metrology
chapter 4

TNO CompaniesTNO Research

TNO  supervisory board

K&K B.VEuroloop B.V other
other
other

Shareholder: TNO

17



組織図 オランダにおける計量 (2001-2016)
(TNO= 公法によって設立された研究業
務受託機関)

TNO管理委員会

VSL B.V. NMi B.VVerispect B.V.

国家標準
計量法
第 2章

施行 /
検査
計量法
第 6章

試験 & 
認証
計量法
第 4章

TNO 企業TNO 研究

TNO監視委員会

K&K B.VEuroloop B.V その他
その他
その他

株主: TNO

17
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Organization chart metrology in NL (2016- today)

VSL B.V. NMi B.V

Radiocommunications agency

National Standards 
Law on Metrology

chapter 2 

Enforcement /
Inspection

Law on Metrology
chapter 6

Testing & 
Certification

Law on Metrology
chapter 4

TNO Companies

Euroloop B.V
Other depts.Dept. Metrology

Shareholders: 
TNO + others

Ministry of Economic affairs

Department 
spectrum 

management

Department 
enforcement

19
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組織図 オランダにおける計量 (2016- 現在)

VSL B.V. NMi B.V

無線通信局

国家標準
計量法
第 2章

施行 /
検査
計量法
第 6章

試験 & 
認証
計量法
第 4章

TNO 企業

Euroloop B.V
他の部署計量部

株主: 
TNO + その他

経済省

周波数
管理部

施行
部

19
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Worldwide Harmonization

OIML Harmonizes metrology legislation worldwide

Production of:

Harmonized conformity assessment methods 

•Product specific publications: Recommendations (R)

– Measurement principle based

•Generic publications: Documents (D)

– Location (environment) based

– For test methods often refer to international standards 
(ISO;IEC)

http://www.oiml.org/publications/

21



世界的な整合化

OIML は，全世界の計量法令を整合化する

次を作成すること:

整合化された適合性評価方法

•製品別出版物: 勧告 (R)

– 測定原則に基づく

•包括的 出版物: 文書 (D)

– 場所（環境）に基づく

– 試験方法については，国際規格を参照することが多い (ISO;IEC)

http://www.oiml.org/publications/

21



Metrology legislation

Regional legislation  (Europe) 

Worldwide
Harmonization

DirectivesHarmonised 
standards

Guidelines: 
Interpreting MID
and NAWID

Recommendations
Generic documents

Standardization
design/construction

OIML D 11

Standards

22



計量法令

地域の法令(欧州) 

世界的な
整合化

指令整合
規格

指針: 
MIDとNAWIDの
解釈

勧告
包括的文書

標準化
設計/構造

OIML D 11

規格

22
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Catalogue for requirements and tests

Provides OIML TC´s and SC´s methods and test 
levels for testing compatibility to ambient:

– climatic conditions

– mechanical vibrations 

– electric and electromagnetic conditions

for implementation in Recommendations

Choices to be based on knowledge of typical  
locations 

– residential, 

– industrial, 

– mobile.

Fast innovations => need for frequent updating

OIML D 11 (Environmental influences)

24



要件及び試験のカタログ（目録）は

勧告の範囲内で，次の周囲条件に対する適合性を

試験するために，OIML TC及びSCが用いる

方法及び試験レベルを提供する:

– 気候条件

– 機械的振動

– 電気及び電磁条件

選択は，次の典型的な立地についての知識

に基づく

– 住宅立地, 

– 工業立地, 

– 移動立地

迅速な イノベーション（技術革新） => 頻繁な更新

の必要性

OIML D 11 (環境の影響)

24



Increasing number of disturbing equipment connected to mains
influences MI (Measurement Instruments) like smart meter

Large variety makes inventory a heavy job: 

• Multi disturbing sources

• Unknown interaction mechanisms 

Risk increasing on MI exposure to disturbances => 

• Explosive growth in number of mobile and wireless equipment

Example: PMR transceivers versus weighing bridges

• Increasing number of mobile (e.g. vehicle) installed MI

Examples: 

1. Approaching high power sources ( broadcast transmitters)

2. Disturbances from local energy source

Rapid changes in electromagnetic environment

Coupling

Accumulation

Coupling

Accumulation

25



電源に，スマートメータなど，妨害となる機器がますます多く

接続されることで，MI (計量機器）は影響を受けている。

種類の多様さにより，インベントリー(在庫品調べ)は，大変な仕事となっ
ている: 
• 複数の妨害源
• 未知の交互作用メカニズム

MIが妨害に暴露するリスクの増大 => 
• モバイル機器やワイヤレス機器の数の爆発的増加
例: PMR（プライベートモバイル無線）トランシーバ 対 計量器

• モバイル（移動体）（例 車両）に搭載されたMI数の増加

例: 

1. 高出力電源への接近 (放送送信機)

2. 局所エネルギー源からの妨害

電磁環境の急速な変化

結合

Accumulation

結合

Accumulation

蓄積

25



EMC immunity standards (IEC 61000-4- range) do not completely cover 
ranges of the EM spectrum used for transmission (9 kHz -300 GHz)

Risk growing on exposure to emissions above 1 GHz and below 150 kHz 
Requires adapting immunity standards (61000-4-3) or new (61000-4-19)

Extending EMC frequency range in OIML D11 

26



EMCイミュニティ規格 (IEC 61000-4- 範囲)は，伝送に使用されるEMスペクトルの範囲(9 
kHz -300 GHz)を完全に対象として含めてはいない。

1 GHzを超える放出及び150 kHz未満の放出への暴露リスクの増大により，この放出にイミュ
ニティ規格(61000-4-3)を適応させること，又は新規規格 (61000-4-19)が必要になってい
る。

OIML D11でのEMC（電磁両立性）周波数帯の拡大

26



Changes in environment consequences

Worldwide changes in environmental conditions => 

Increasing Risk on incompatibility

Consequences for:

• Design of instruments (adapt to changing environments)

– Difficult to predict the interaction

• Legislation (adapt to speed of environmental changes)

– Difficult to set limits (impact on immunity standards) 

How to fit the worldwide legislative requirements in metrology to the 

constant worldwide changes?

How to deal with (potential) errors due to the fast changes ?

Risk analysis required !      Risk = Probability x Impact

27



環境に与える影響の変化

環境条件の世界的変化 => 

不適合に対するリスクの増大

次に対する影響:

• 計器の設計（変わり続ける環境への適応）

– 相互作用の予測が難しい

• 法令 (環境が変化する速さへの適応）

– 限界を設定するのが難しい (イミュニティ規格への影響) 

世界的な留まることのない変化に，世界の計量立法要件をどのようにして適合させ

ていくのか?

急速な変化による(潜在的)誤差？

リスク解析が必要である !      リスク = 確率 x 影響

27



Probability of influence

Temperature influences: 

rather deterministic

– Influence quantity is single variable

– Easy reproducible

– Small standard deviation; High probability

Risks on incompatibility to environment influences

28



影響の確率

温度の影響: 

かなり確定的

– 影響量は，単一変数である

– 容易に再現可能

– 標準偏差は小さい;高確率

環境の影響に対する不適合リスク

28



Probability of disturbance 

EMC influences: rather stochastic

– Influence quantity: multiple variables 

– (cabling position, ambient reflections, mounting, orientation etc.)

– Reproducible if all parameters are exactly the same,  

– High standard deviation; Probability may approach values between  
one in a million and e.g. 90 %.

Risks on incompatibility to disturbances

1

0

0.5

___
=Source ___

= MI

29



妨害の確率

EMC の影響: かなり確率的

– 影響量: 多変数

– (ケーブル敷設位置， 環境反射，取り付け方，向き，その他)

– すべてのパラメータが全く同じである場合は，再現性がある

– 標準偏差が大きい; 確率は，100万分の1から例えば90 %までの値に近づく
場合がある

妨害に対する不適合リスク

1

0

0.5

___
=源(ソース) ___

= MI

29



1

10

100

1000

10000

1.0E+00 1.0E+03 1.0E+06 1.0E+09 1.0E+12

V/m

Frequency [Hz] 

WHO limit public Exposure

Exp.limit

3 V/m

10 V/m

Mobile equipment may suffer levels beyond 10 V/m; rather low risk, 
however....

Mobility => Growing risk on exposure

Probability
depends on: 
- density of sources
- mobility of MI

30



1

10

100

1000

10000

1.0E+00 1.0E+03 1.0E+06 1.0E+09 1.0E+12

V/m

周波数 [Hz] 

WHOによる公衆被ばく限界

Exp.limit

3 V/m

10 V/m

モバイル機器は，10 V/mを超えるレベルで被害を受ける恐れがある。かなり低
いリスクではあるが....

移動度 => 暴露リスクの増大

確率
は次によって決まる: 
- ソースの密度
- MIの移動度

30



Impact of incompatibility strongly depends on application

Safety and health  alcohol or doping control

versus 

Single small trade transactions          

Depends on impact of incidental disturbance

 Mobile MI may require increasing compatibility levels

 Similar: MI on Ships may require compatibility to dust/salt or water 

Risks on incompatibility (Impact)

31



不適合の影響は，用途によって大きく左右される

安全性及び健康  アルコール又は薬物使用管理

対

1回の少量の貿易取引 

偶発的妨害の影響によって決まる

モバイルMIは，適合性レベルを上げなければならない場合がある

類似: 船舶上のMIは，粉塵/塩又は水に対する適合性を必要とする場合がある

不適合リスク (影響)
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OIML D 11    Table 4 Test selection based on electromagnetic environment 

Test level index Test  Test Description 
E1 E2 E3 

1 1 18 DC mains voltage variation 

n/a 1 19 Ripple on DC mains power 

1 1 20 AC mains voltage variation 

1 1 21 AC mains frequency variation 

n/a 1 22 DC mains voltage dips, short interruptions and (short term) voltage variations 

1 2 23 AC mains voltage dips, short interruptions and reductions 

2 or 3 3 24 AC mains frequency harmonics 

2 2 25 VLF and LF disturbances on AC and DC mains 

2 3 26 Bursts (transients) on AC and DC mains 

3 3 27 Surges on AC and DC mains power lines
---------------------------------------

2 3 2 28 Bursts (transients) on signal, data and control lines 

3 3 2 29 Surges on signal, data and control lines 

4 5 n/a 30 AC mains power frequency electromagnetic field 

2 3 3 31 Conducted (common mode) currents generated by RF EM fields 

3 3 3 33 RF EM fields (general origin) 

3 or 4 3 or 4 3 or 4 34 RF EM fields (digital radio telephones and portable radio transceivers) 

3 3 3 35 Electrostatic discharges
-----------------------------------------

C or F 37 Voltage variations of a road vehicle battery 

IV 38 Electrical transient conduction along supply lines of external 12 V and 24 V batteries

IV 39 Electrical transient conduction via lines other than supply lines for external 12 V and 24 V 

I+III 40 Battery voltage variations during cranking 

I+II 41 Load dump test 
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OIML D 11    表4      電磁環境に基づく試験の選定
試験レベル指標 試験 試験の内容
E1 E2 E3 

1 1 18 DC主電源電圧変動
n/a 1 19 DC主電源上のリプル
1 1 20 AC主電源電圧変動
1 1 21 AC主電源周波数変動
n/a 1 22 DC主電源電圧ディップ，短時間停電及び（短期的）電圧変動
1 2 23 AC主電源電圧ディップ，短時間停電及び低下
2 or 3 3 24 AC主電源周波数高調波
2 2 25 AC及びDC主電源上のVLF及びLF妨害
2 3 26 AC及びDC主電源上のバースト（過渡）
3 3 27 AC及びDC主電源線路上のサージ
---------------------------------------

2 3 2 28 信号線路，データ線路及び制御線路上のバースト（過渡）
3 3 2 29 信号線路，データ線路及び制御線路上のサージ
4 5 n/a 30 AC主電源周波数電磁場
2 3 3 31 RF EM場により生成された伝導（同相モード）電流
3 3 3 33 RF EM 場（一般的な発生源) 

3 or 4 3 or 4 3 or 4 34 RF EM 場（デジタル無線電話及びポータブル無線トランシーバ）
3 3 3 35 静電放電-----------------------------------------

C or F 37 路上走行車両電池の電圧変動
IV 38 外部12 V及び24 V電池の電源線に沿った電気的過渡伝導
IV 39 外部12 V及び24 V電池の電源線以外の線路を介した電気的過渡伝導
I+III 40 クランキング中の電池電圧変動
I+II 41 負荷遮断試験
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Committee: OIML TC 8/SC 3 

Secretariat: USA 

Project : p4 Revision 

Recommendation OIML R 117 

“liquids other than water”. 

Scope of project:

Implementation of LNG and 

Bunkering (Liquid Fuel for ships) 

Project co-convener: USA 

Project stage: 2CD to be posted

Fluids in flow (Dynamic measurements)

34



委員会: OIML TC 8/SC 3 

事務局: 米国

プロジェクト : p4改訂

勧告OIML R 117 

“水以外の液体” 

プロジェクトの範囲:

LNG及び燃料補給（船舶の液体燃料)

の実施

プロジェクトの共同コンビナー: 米国

プロジェクトの段階: 2CDを掲載予定

流体量 (動的測定)

34



Static Measurement of fluids (mass, volume) 
Committee: OIML TC 8/SC 1; 

Co-secretariat: USA and The Netherlands 

Project p9 and p10: Revision Recommendations

• OIML R 71 “liquid storage tanks” and 

• OIML R 85 “liquid level gauges for liquid storage tanks”

Scope of project: 

Implementation of spherical and horizontal storage tanks

Project convener: USA 

Project p11: Revision Recommendation

OIML R 125 “static measurement of liquids 

through measurement of mass” 

Scope of project: Update and amend to fit innovations

Project co-conveners: USA and The Netherlands

Project stage: Kick-off
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流体の静的測定（質量，体積）
委員会: OIML TC 8/SC 1; 

共同事務局: 米国及びオランダ

プロジェクトp9及びp10: 改訂勧告

• OIML R 71 “液体貯蔵タンク”及び

• OIML R 85 “液体貯蔵タンクの液面計”

プロジェクトの範囲: 

球状タンク及び水平貯蔵タンクの実現

プロジェクト・コンビナー: 米国

プロジェクトp11: 改訂勧告

OIML R 125 “質量測定による液体の静的測定” 

プロジェクトの範囲: 技術革新に合わせるための更新及び
修正

プロジェクト共同コンビナー:米国及びオランダ

プロジェクトの段階: 開始
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Committee: OIML TC 8/SC 7; Secretariat The Netherlands 

Project p 6: Revision: Recommendation OIML R 140

Scope of project:  Updating and amending to fit innovations

Project convener: The Netherlands 

Project stage: Kick-off   

Gaseous fluids measuring systems

36



委員会: OIML TC 8/SC 7 事務局 オランダ

プロジェクトp 6: 改訂: 勧告OIML R 140

プロジェクトの範囲:  技術革新に合わせるための更新及び修正

プロジェクトコンビナー: オランダ

プロジェクト段階: 開始

ガス状流体の計量システム
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Committee:

OIML TC 8/SC 7 Secretariat Netherlands

Project p 7: Revision: 

Recommendation OIML R 139

Scope of the project:

Further integration of dispenser 

systems for hydrogen 

Project Co-conveners:

Japan and The Netherlands

Project stage: 

Kick-off

CGF dispensers (= compressed gaseous fuels)
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委員会:

OIML TC 8/SC 7 事務局 オランダ

プロジェクトp 7: 改訂: 

勧告OIML R 139

プロジェクトの範囲:

水素用計量分配システムのさらなる

統合

プロジェクト共同コンビナー:

日本及びオランダ

プロジェクトの段階: 

開始

CGF計量分配装置 (= 圧縮ガス燃料)

37



Committee:

OIML TC 12; secretariat Australia 

Project p 3: Revision: Recommendation OIML R 46

Scope of project: 

Focus on requirements and tests for smart meters:

• Transmission of data (software/hardware);

• Reactive energy; 

• Changes in Electromagnetic environmental 
conditions (EM immunity especially concerning PV 
related disturbances)

• DC metering

Project convener: Australia

Project stage: Kick off

Electrical energy (kWh) meters
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委員会:

OIML TC 12 事務局 オーストラリア

プロジェクトp 3: 改訂: 勧告OIML R 46

プロジェクトの範囲: 

スマートメーターの要件及び試験に重点を置く:

• データの伝送 (ソフトウェア/ハードウェア);

• 無効エネルギー; 

• 電磁環境条件 (特にPV関連の妨害に関するEMイミュニ
ティ)

• DC測定

プロジェクトコンビナー: オーストラリア

プロジェクトの段階: 開始

電力量 (kWh) 計

38



Breath analyzers

Committee:

OIML TC 17/SC 7; co-secretariat 
Germany and France 

Project p3; Revision 

Recommendation OIML R 126

“Evidential breath analysers”

Scope of project: 

Review Recommendation to fit 
innovations and to further 
harmonize stringent requirements 

Project co-conveners 

Germany and France 

Project stage: preparation 1 CD 
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呼気分析計

委員会:

OIML TC 17/SC 7; 共同事務局 ドイツ
及びフランス

プロジェクトp3; 改訂

勧告OIML R 126

“証拠用呼気分析計”

プロジェクトの範囲: 

技術革新に合わせるための勧告のレ
ビュー及び厳格な要件のいっそうの整合
化

プロジェクト共同コンビナー

ドイツ及びフランス

プロジェクトの段階: 1 CDの作成

39



(Radar-)speed meters

Committee:

OIML TC 7/SC 4; secretariat USA

Project p3; Revision 

Recommendation OIML R 91

“Radar equipment for the measurement of the 

speed of vehicles” 

Scope of project: 

Amending Recommendation to fit innovations 

Project convener

Slovenia

Project stage: preparation 1CD 

40



(レーダー)速度計

委員会:

OIML TC 7/SC 4; 事務局 米国

プロジェクト3; 改訂

勧告OIML R 91

“自動車の速度測定用レーダー装置” 

プロジェクトの範囲: 

技術革新に合わせるための勧告の修正

プロジェクトコンビナー

スロヴェニア

プロジェクトの段階: 1CDの作成
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Automatic weighing instruments (industrial)

Committee:

OIML TC 9/SC 2; secretariat UK

Project p8; Revision 

Recommendation OIML R 61

Scope of project: 

General review of Recommendation 
to fit innovations 

Project convener UK

Project stage: preparation 5 CD 

41



自動はかり（産業用）

委員会:

OIML TC 9/SC 2; 事務局 英国

プロジェクトp8; 改訂

勧告 OIML R 61

プロジェクトの範囲: 

技術革新に合わせた勧告の総合的レ
ビュー

プロジェクトコンビナー 英国

プロジェクトの段階: 5 CDの作成
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Automatic weighing instruments (industrial)

Committee:

OIML TC 9/SC 2; secretariat UK

Project p9; 

New Recommendation 

continuous totalizing weighing 

instrument of the arched chute type  

Scope of project: 

Recommendation to fit for innovative continuous totalizing 
weighing instrument applying centripetal force  

Project convener UK

Project stage: starting phase

42



自動はかり（産業用）

Committee:

OIML TC 9/SC 2; 事務局 英国

プロジェクトp9; 

革新的なアーチ式シュートタイプの連続積算
はかりの新規勧告

プロジェクトの範囲: 

勧告を，向心力を利用する革新的な連続積算はかりに適合させる

プロジェクトコンビナー 英国

プロジェクトの段階: 開始段階

42



Non-automatic weighing instruments

Committee:

OIML TC 9/SC 1; co-secretariat Germany and France

Project p1; Revision 

Recommendation OIML R 76

Scope of project: 

Amending Recommendation to update and 

fit innovations 

Project co-conveners Germany and France

Project stage: kick-off

43
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非自動はかり

委員会:

OIML TC 9/SC 1; 共同事務局 ドイツ及びフランス

プロジェクトp1; 改訂

勧告 OIML R 76

プロジェクトの範囲: 

技術革新に合わせるための勧告の更新及び修正

プロジェクト共同コンビナー ドイツ及びフランス

プロジェクトの段階: 開始
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Load cells (component of weighing instruments)

Committee:

OIML TC 9; secretariat USA

Project p1; Revision 

Recommendation OIML R 60

“Metrological requirements for load cells”

Scope of project: 

Amending Recommendation to 

update and fit innovations 

Project conveners USA

Project stage: 5 CD
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ロードセル (はかりの構成部品)

委員会:

OIML TC 9; 事務局 米国

プロジェクトp1; 改訂

勧告 OIML R 60

“ロードセルの計量要件”

プロジェクトの範囲: 

技術革新に合わせるための勧告の
更新及び修正

プロジェクトコンビナー 米国

プロジェクトの段階: 5 CD
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The Netherlands apply Risks assessment in legal metrology e.g.

Economic risks

Safety risks

Worldwide risks increase due to higher probability on EM disturbance 
caused by:

Mobility  more frequent exposure. 

Innovations  more disturbing sources. 

Additional standardization is difficult while

Mobility & complex coupling effects.

Requires research and discussions by IEC and OIML, resulting in:

New harmonized test methods and 

Risk based and harmonized test levels

Summary
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オランダは，例えば次においてリスク評価を適用している

経済的リスク

安全上のリスク

次によって生じるEM妨害の高い確率により，世界中でリスクが高まっている:

モビリティ（可動性）  暴露の頻度の高まり

技術革新  妨害の発生源の増加

追加的な標準化は困難であるが，一方

モビリティ & 複雑な連成効果

については，IEC及びOIMLによる研究及び話合いが必要であり，結果的に，次が
求められる:

新たな整合化された試験方法及び

リスクに基づき，整合化された試験レベル

要約
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Thank you for your attention !

Questions ?

Question time
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ご静聴ありがとうございました!

質問はございますか?

質問時間
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