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1 は じ め に

ISO/IEC 17025（試験所及び校正機関の能力に関
する一般要求事項）は、⚓年にわたる改正作業を経
て、2017年 11月末に改正版（第⚓版）が発行されて
いる。本稿では、まず今回の改正作業を実施した
ISO/CASCO（ISO適合性評価委員会）のワーキング
グループ（WG44）における主な議論内容、次いで
ISO/IEC 17025：2017の主な改正の内容について紹介
する。なお本稿では、ISO/IEC 17025：2017をʠ本規
格ʡ、ISO/IEC 17025：2005をʠ旧規格ʡと称している。

2 ISO/CASCO WG44における議論

本規格は、2017年11月に改正発行された。ISO/IEC
17025の初版が1999年発行であり、2005年改正がISO
9001：2000への整合のための微修正であることを考え
ると、実に18年ぶりの実質的改正である。
この間、2009年の規格の定期見直し（⚕年毎）では
改正不要との結論になり、2014年の定期見直しにあた
っても下馬評では改正されないだろうとの見方が多か
った。しかし、定期見直しに先立ち、ILAC（国際試験
所認定協力機構）がSABS（南アフリカの標準化機関）
と共同で改正提案を行い、投票の結果、ISO、IECとも
に85％以上の賛成でこれが承認された。2014年11月
にはISO/CASCOにWG44が設置されて、改正作業が
始まった。ILACが提出した規格改正の提案理由には、
多くの検討項目が示されていた。それらの主なものを
以下に示す。
① 用語や引用規格が古く最新版と対応していない。
② 規格全体が規範型（書き下し型）で古く、近年の
他の規格のようにパフォーマンス型やプロセスアプ
ローチ型の要求事項となっていない。

③ 公平性については、もう少し情報提供するような
方法で言及すべき。
④ 特に注記の多かったトレーサビリティの要求事項
について、要求事項を注記の記述に沿って拡張する
又は明確にする必要がある。
⑤ サンプリング及びサブサンプリングについて試験
結果の信頼性がサンプリングに直接に関係すること
を認識させるように取り扱うべき
⑥ コンピューターシステムの使用や、電子的な記録
や報告についても取り入れる。
⑦ 記録の管理や試験結果の算出に関係するソフトウ
ェアの妥当性確認についても取り扱うべき。
⑧ 多くある注記をできるだけ少なくして運用を明確
にすべき。

また、ILACの改正提案には次の技術的要求事項に
ついて改正が必要との見解を述べている。
ａ) 5.4 校正、測定の不確かさ及び妥当性確認/検証
ｂ) 5.5 設備
ｃ) 5.6 測定のトレーサビリティ
ｄ) 5.7 サンプリング
ｅ）5.9 試験・校正結果の品質の保証（技能試験を含

む）
ｆ) 5.10 結果の報告（意見及び解釈）
この他にも、ISO 9001：2015への整合も大きな議論
ポイントであることは、これまでの改正を見ても例外
ではない。これらのインプットを総合し、規格全体の
大幅改正が提案され、WG44の検討項目に採用された。

WG44の第⚑回会議は2015年⚒月にジュネーブの
ISO本部で開催され、⚓日間の会議で改正方針の確認
を行うとともに、第⚑次WGドラフトの作成を行った。
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1 は じ め に

液体用流量計は、様々な場面に使用されている。例
えば石油インフラ関係であれば、海外からタンカーで
運搬された原油の製油所への受入れ、精製された油を
運搬するローリー車への積み込み、そしてローリー車
からの空港、港、ガソリンスタンドへの荷卸である。
また流量計測方式も使用目的に合わせて使い分けら
れており、一度枡の中に閉じ込めた容量を直接測る容
積流量計や、配管内にロータを同軸に取り付け、その
ロータの回転数を検出することで流量を計測するター
ビン流量計、流路に設置した渦発生柱により、下流に
発生するカルマン渦列を非接液の超音波センサにより
カルマン渦周波数を検出して流量を計測する渦流量計、
センサチューブ内を流体が通過する際のコリオリ力に
よるセンサチューブの捩れを⚒箇所の検出部で振動の
位相差として検出し、流量を計測するコリオリ流量計
等がある。
本稿では、この液体用流量計の器差試験について紹
介する。

2 液体用流量計の用途

2.1 流量計測のはじまり
流量計の歴史としては、数千年前、ナイル川周辺の
農耕に影響を及ぼす洪水の規模、水量を予測するため
の水位計（ナイロメーター）が始まりであるといわれ
ている。構造は水域に垂直に立てたシンプルな棒や、
円形の井戸であり、現在でもエジプトに存在し、見学
することができる建物もある。この水位計により、豊
作の基準を推測し、税の決定などに活用するために計
測されていたと言われている。

2.2 流量計測の目的
今日の金銭や物資の交換等の経済・社会活動におい
ては、信頼ある取引を行うため、適正な計測が不可欠
である。私たちの生活における身近な取引は、自動車
に給油するガソリンや家庭で毎日使用する水道水、ま
たはペットボトル飲料水や酒類についても、内容量が
適正でなければならない。一方工業用においても、プ
ラントの効率向上や燃料使用量の管理、原油の受け入
れ、荷卸しの場面においては、適正な計測が要求され
る。
流量計測が当たり前となっている今日においては、
経済性、信頼性、安全性、高精度、再現性、保守性に
優れた流量計が求められている。

2.3 液体用流量計の用途
流量計の用途を大別すると、工程管理や監視用とし
て使用される一般用流量計、石油類の取引等に使用さ
れる取引証明用流量計、また器差試験及び検定に使用
する基準器及び標準オイルメーターの⚓種類に区別さ
れる。

3 容積流量計

3.1 概要
液体用流量計の代表例として、容積流量計を紹介す
る。容積流量計は古くから実用化されており、当社に
おいても最も歴史のある流量計である。
流量計測方法は、流量計の計量室内に設置された回
転子（ルーツ）が流体のエネルギーにより回転し、計
量部のケーシングとの間で構成される⽛ます⽜への、
充満・排出を繰り返して流体の積算値を計測するもの
である。
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計量管理事例

液体用流量計の器差試験について
日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社
設計本部 インフラ・エンジニアリング設計部

主任技師 粕 谷 晃 夫



1 は じ め に

不確かさ評価においてタイプB評価を適用すると
きには、対象となる量がどの確率分布に従うかを決定
する必要がある。本稿では確率分布を選択する際にど
のような原則に従えばよいかの指針を解説する。

2 タイプB評価で用いられる確率分布について

タイプB評価で用いられる確率分布で代表的なも
のは⚔つである。矩形分布、三角分布、U字分布、正規
分布である。それらの一覧を図⚑に示す。
上記の確率分布で矩形分布、三角分布、U字分布は
それぞれ の範囲内に値が存在するときに用いら
れるが、正規分布だけは異なり、すでに標準偏差が分
かっているときに適用する。
標準偏差が分かっているとき、という場合で最も典
型的な例は、校正証明書から測定器の校正の不確かさ
引用するときである。校正証明書には校正結果とその
拡張不確かさが記載されており、ほとんどの場合拡張
不確かさの包含係数は  2が採用されているであろ
う。これは校正結果の確率分布が正規分布であり、合
成標準不確かさを⚒倍することにより、95％包含区間
の半幅を表す拡張不確かさが示されているということ

を意味する。よって、すでに不確かさが分かっている
とき、という特殊ケースであるので、次節以降では他
の⚓つの分布をどのような考えで採用すればよいのか
を解説する。

3 矩形分布、三角分布、U字分布の採用指針

矩形分布、三角分布、U字分布は、それぞれ の
範囲に値が存在しているときに採用することができる。
つまりタイプB評価を行う際には、その対象とする量
の値の存在範囲を何らかの情報から知ることが重要で
ある。そして、その存在範囲が分かれば、存在範囲の
範囲内でどのように値が分布しているかの形を考え、
その分布に対応して、矩形分布、三角分布、U字分布
を選択すればよい。
矩形分布を選択するときは、値が範囲内で同じ確率
で表れるときであり、三角分布を選択するときは、中
心の確率が高く、端に行くほど確率が低くなるような
ときであり、U字分布を選択するときは、分布の中心
で確率が低く、端に行くほど確率が高くなるようなと
きである。
ではそれぞれの分布を適用する典型例を見てみよう。
矩形分布を適用できる典型的な不確かさ要因は、デ
ジタル表示の不確かさである。例えばデジタル温度計
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不確かさ評価ノート 第5回

タイプB評価における確率分布割り当ての考え方
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター
物質計測標準研究部門 計量標準基盤研究グループ

主任研究員 田 中 秀 幸

図⚑：タイプB評価で用いられる確率分布



1 は じ め に

当社のメルトマスフローレイト装置⽛メルトインデ
ックサ⽜は、ISO-1133 1)、JIS K7210 2)及び ASTM
D1238 3)に準じて製作されたもので、プラスチックの
メルトマスフローレイト：MFR（g/10min）メルトボ
リュームフローレイト：MVR（cm2/10min）を測定す
るものである（図⚑）。
熱可塑性プラスチックの溶融粘度の大小は成形や紡
糸の加工性に大きな関係がある。また、その溶融粘度
の測定は、製品開発や品質管理の上で非常に重要な役
割持っている。
近年、この装置の測定結果に不確かさをつけて欲し
いというニーズが広まりつつある。そのニーズに対応
し、測定に関し不確かさの評価を行った。本稿は、国
立研究開発産業技術総合研究所主催の⽛不確かさ事例
研究会⽜の事例研究発表 4)に基づくものである。

2 不確かさ評価の対象とする測定について

2.1 測定対象量
測定対象量は、溶融した樹脂の押し出す速度、すな
わちMFR（g/10min）である。

2.2.1 測定方法
測定方法には次のＡ法とＢ法がある。
Ａ法：ある一定の時間間隔で押出物を切り取り、一

連の切取り片の質量を測定することにより、
MFR（メルトマスフローレイト）を求める。

Ｂ法：ピストンが所定の距離を移動する時間を測定、
またはピストンが所定の時間に移動した距離
を測定することにより、MVR（メルトボリュ
ームフローレイト）及びMFRを求める。

Ａ法は、質量測定法であり、Ｂ法は移動距離測定法
である。
Ａ法はメルトマスフローレイトが0.1～25g/10min

（ASTM法、50g/10min）の材料に適用、
Ｂ法はメルトマスフローレイトが0.5～300 g/10min
の材料に適用される。
今回の事例ではＡ法で測定を行った不確かさの事例
を紹介する。
温度が190℃、荷重2160 gで10分間にダイ（オリフ

ィス）から流失したポリマーの質量をメルトマスフロ
ーレイト（MFR）で表示する。
Ａ法による測定手順は以下の通りである。
① オリフィスとピストン挿入
オリフィスを試料孔に挿入する（図⚒）。オリフィ
ス挿入にはオリフィス掃除棒を利用することで容易
に挿入できる。ピストンを試料孔に挿入する（図⚓）。
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測定の不確かさ事例

メルトマスフローレイト測定装置の
測定の不確かさ評価

株式会社 東洋精機製作所 品質保証室

係長 溝 口 義 浩

図⚑：装置の外観



1 は じ め に

国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総
合センター（NMIJ：National Metrology Institute of
Japan）では、国家計量標準機関の行う化学・材料計量
分野における計量標準供給の一環として認証標準物質
（CRM：Certified Reference Material）を頒布している。
NMIJで開発されたCRM（NMIJ CRM）はISO Guide
34及び ISO/IEC 17025に適合するマネジメントシス
テムに基づき、国際的に認められる認証標準物質であ
る。このマネジメントシステムは、独立行政法人製品
評価技術基盤機構 認定センター (IAJapan：Interna-
tional Accreditation Japan）の製品評価技術基盤機構
認定制度（ASNITE）による認定を受けて運用されて
いる。現在頒布されているNMIJ CRMは、EPMA用
材料標準物質、材料標準物質、高純度無機標準物質、
有機標準物質、高分子材料標準物質、環境組成標準物
質、グリーン調達対応標準物質、高圧ガス、熱物性標
準物質に分類され、最新の情報はNMIJのウェブサイ
ト(https://www.nmij.jp/service/C/)で確認することが
できる。
一般に頒布されているNMIJ CRMのほかに、計量
法トレーサビリティ制度（JCSS）における特定標準物
質製造に用いられるNMIJ CRMを指定校正機関に頒
布している。これらのNMIJ CRMは基準物質と呼ばれ、
特定標準物質のトレーサビリティソースとして基準物
質を使用することで、JCSSにより供給されている標
準物質の国際単位系（SI）までの計量計測トレーサビ
リティを確保することができる。JCSSで供給されて
いる標準物質は指定校正機関である一般財団法人化学
物質評価研究機構のウェブサイト(http://www.cerij.
or.jp/service/08_reference_material/JCSS_02.html）で

確認することができる。
一方で産業界などからの多種多様なニーズに迅速に
対応するため、ISO/IEC 17025に適合するマネジメン
トシステムに基づく校正サービスも実施している。現
在行っている校正サービスの項目は高純度有機標準物
質の純度、薄膜・多層膜構造の膜厚及び標準ガスの濃
度である。校正対象の詳細な情報はNMIJのウェブサ
イト(https://www.nmij. jp/service/C/calib/)で確認す
ることができる。また、現在、校正サービスを受け付
けていない対象についても、産総研の産学官連携制度
における受託研究や技術コンサルティング等を活用し
て検討できる場合がある。対象品目の拡大を希望する
場合は、NMIJの問い合わせ窓口（https://www.nmij.
jp/inquiry/)または計量標準調査室(nmij-info-ml@aist.
go.jp)まで問い合わせていただきたい。

2 NMIJの新規認証標準物質の紹介

表⚑に、2018年度からNMIJ CRMとして頒布が開
始された新規標準物質を示す。本稿ではこの中から、
材料標準物質であるタングステンドットアレイおよび
カーボンブラック（窒素吸着量-BET100）について詳
細情報を紹介する。表⚒に各標準物質の詳細情報を、
図⚑および図⚒にそれぞれの外観を示す。
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標準物質紹介

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準総合センター 計量標準普及センター

計量標準調査室 総括主幹 清 水 由 隆

産業技術総合研究所計量標準総合センターの認証標準物質



1 は じ め に

川惣電機工業株式会社は、鉄鋼、自動車、環境、半
導体などの分野向けに、計測のスペシャリストとして
主に熱電対・プローブの製造販売を行っている。2017
年10月に温度（接触式温度計）のJCSS登録事業者と
して認定された。ついては、当社の事業内容とJCSS
校正に対する取組を紹介する。
当社は、工業用温度計測分野において約50年にわ
たり培ってきた経験と技術、ノウハウを活かし、常に
時代が要請する計測機器の研究開発に力を注いできた。
計測は、あらゆるモノづくり、設備において、重要な
役割を担っている。高品質で付加価値の高い製品を効
率的に作り上げるためには、より高精度で安定した計
測が欠かせない。当社は熱電対を中心に、単体での販
売から熱電対を組み込んだトータルの計測装置、計測
環境の提案までを一貫して行うことが可能である。ま
た、創業以来ヨーロッパをはじめアジアなどグローバ
ルな舞台にビジネスを展開し、当社の計測製品は常に
国内はもちろんのこと海外のユーザーから精度、品質、
サービスにおいて高く評価され、信頼の計測ブランド
として厚い支持を得ている。

2 当社の概要

2.1 登録内容
登 録 番 号：0027
事業所の名称：川惣電機工業株式会社

品質管理部
所 在 地：京都府八幡市下奈良奥垣内43 ⚒
登録に係る区分：温度
法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日

：平成29年10月26日
国際MRA対応初回認定年月日

：平成29年10月26日
校正手法の区分の呼称（種類）

：接触式温度計
恒久施設で行う校正／現地校正の別

：恒久施設で行う校正
校正範囲及び校正測定能力

：表⚑参照

2.2 沿 革
1875年 前身である川惣製陶所を創業、陶磁器

類の製造販売を開始
1857年 一部が独立し、⽛川惣電機工業株式会
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温度（接触式温度計）の
JCSS校正事業者の認定取得について

認定事業者紹介

川惣電機工業株式会社

品質管理部 校正チーム長 岩 本 泰 典

表⚑：校正測定能力

校正方法の
区分の呼称 種 類 校 正 範 囲 校正測定能力

(信頼の水準約95％)

接触式温度計 熱電対
(比較校正法)

E 300℃以上 1100℃以下 1.9℃
R S K
N J

300℃以上 1100℃以下 1.9℃
1100℃超え 1200℃以下 2.5℃

B
300℃以上 700℃以下 2.0℃
700℃超え 1100℃以下 1.9℃
1100℃超え 1200℃以下 2.5℃



高真空・超高真空における計測の信頼性を確保する
ため、電離真空計や四重極質量分析計を“その場”校
正するための定量ガス導入素子⽛標準コンダクタンス
エレメント(SCE)⽜を開発しました。SCEは、最先端
の科学技術や産業機器に応用され、真空基礎科学、加
速器、自動車、ガスバリアフィルムなど幅広い分野の
研究開発を支えています。
国際規格ISO/TS 20175：2018では、典型的な“その
場”校正法としてSCEが採用されました。

1 定量測定の難しさ

高真空・超高真空における定量測定は，主に⚓つの
理由により難しいと言われてきました。
⚑つ目の理由は，計測器として使用される電離真空
計や四重極質量分析計（QMS）の感度が、気体の種類
によって数倍異なることです。真空技術では、様々な
気体が使用されていますが、市販される多くの真空計
は、通常、窒素でしか校正されていません。
⚒つ目の理由は、電離真空計やQMSの感度が、使
用履歴や環境によっては、変化しやすいということで
す。例え手間やコストをかけて、これら真空計を複数
の気体種で校正したとしても、その後、感度が変化し
てしまうのであれば、その甲斐がありません。
⚓つ目の理由は、高真空ポンプ（ターボ分子ポンプ
や気体吸着ポンプなど）の排気速度も気体の種類によ
って異なることです。排気速度は、真空計測における
重要なパラメータですが、真空ポンプのカタログには、

代表的な⚑～⚓種類の気体に対する排気速度しか記載
されていません。
こうした理由から、高真空・超高真空を用いる科学
者や技術者には、高真空・超高真空における圧力測定
の絶対値に対する信頼性は低く、定量測定は非常に困
難であると信じられてきました。

2 標準コンダクタンンスエレメントの開発

こうした状況を打開するため、産総研では、⽛標準コ
ンダクタンスエレメント（Standard Conductance Ele-
ment, SCE）⽜を開発しました 1), 2)。SCEとは、1µm以
下の微小な孔を持つステンレス製多孔質焼結体からな
るガス導入素子です。気体は、大気圧下では一般に⽛粘
性流⽜と呼ばれる液体のような流れ方をしますが、バ
ルブ等を介して真空容器に導入すると、⽛中間流⽜を経
て、⽛分子流⽜と呼ばれる個々の気体分子が独立して運
動する状態へ移行します。この時、⽛中間流⽜に、複雑
な非線形現象が含まれるため、流れの特性を説明する
ことが困難でした。SCEを用いると、気体の流れを、
⽛中間流⽜を介することなく、⽛粘性流⽜から⽛分子流⽜
に直接遷移させることができます。これにより、流れ
の特性を、流体力学と気体分子運動論という、公知の
物理学で説明できるようになりました。したがって、
気体の種類が変わっても、計算により流量を正確に見
積もることが可能になります。また、真空ポンプの排
気速度は、SCEとコンダクタンス変調法を組み合わせ
ることで、比較的容易に測定できることを確認しまし
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産総研コーナー

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 圧力真空標準研究グループ

主任研究員 吉 田 肇

共同研究者：新井健太、小畠時彦（産総研）。
その他、数多くの大学、研究機関、企業との共同研究や技術協力の成果を含んでいます。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センターウェブサイト(https://wwwõnmijõjp/)
NMIJ研究トピックス Noõ 8 (2018/07/02）から転載。 ©産業技術総合研究所

信頼性の高い高真空・超高真空計測が支える
科学と産業のイノベーション
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IAJapanコーナー

独立行政法人 製品評価技術基盤機構
認定センター

http://www.nite.go.jp/iajapan/

本コーナーは、JCSS、JNLA、MLAP、ASNITEを中心にIAJapanの各認定プログラムの認定実績等について
お知らせしております。

◆IAJapanの広報活動
•⽛JASIS 2018⽜出展のお知らせ
2018年⚙月⚕日(水)～⚗日(金)に幕張メッセ国際展示場で開催される⽛JASIS 2018⽜にNMIJ，CERI，

IAJapanの三者で共同出展いたします。IAJapanはJCSSの普及を主目的とした広報活動を行います。

Ⅰ 計量法校正事業者登録制度（JCSS）

2018年⚔月から2018年⚖月末に認定範囲の拡大も含め、登録又は登録更新が承認された事業所は、次のとお
りです。

(区分追加）

登録番号 追加登録年月日 登 録 さ れ た 事 業 所 名 登 録 区 分

0225 2018年⚔月26日 公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団
線量校正センター

電気（直流・低周波）

0039 2018年⚕月31日 日本電気計器検定所 電気（直流・低周波）、
時間・周波数及び回
転速度

0258 2018年⚖月⚑日 株式会社 アルバック 規格品事業部
品質保証部 標準校正室

圧力

0049 2018年⚖月21日 日本電気計器検定所 中部支社 時間・周波数及び回
転速度

0119 2018年⚖月21日 日本電気計器検定所 九州支社 電気（直流・低周波）、
時間・周波数及び回
転速度

(登録）

登録番号 登 録 年 月 日 登 録 さ れ た 事 業 所 名 登 録 区 分

0333 2018年⚕月31日 東洋メディック株式会社 計量計測部 計量校正課 電気（直流・低周波）



本書は、国際度量衡委員会の委員である著者が、質
量の単位のキログラム、電流の単位アンペア、物質量
の単位モル及び熱力学温度の単位ケルビンの⚔つの基
本単位の定義改定が予定されている情報を、質量単位
の定義改定を主体にまとめられた概要について紹介さ
れた内容である。
本書の主な内容は、第⚑章では、単位の起源とその
条件、用語では単位の定義、実現のための原器とその
現示、そのほか、メートル法の基本方針が述べられて
いる。第⚒章では、メートル法の誕生の際、⽛すべての
時代にすべての人々に⽜のスローガンのもとに長さと
質量の単位が決められ、それぞれの原器が製作され、
メートル条約の加盟国に、原器の配布が始まったこと。
第⚓章では、メートル定義の変遷について、メートル
原器の材料・形状と性能、光のものさしの採用、光で
距離を定義、レーザー光の採用により飛躍的に測定精
度の向上が可能になったこと。第⚔章では、キログラ
ム原器の現状とその課題について、キログラム原器に
代わるシリコン球を用いるモルとアボガドロ定数の測
定による実現について紹介があり、第⚕章では、基本
⚗単位の定義：長さ、質量、時間、電流、熱力学温度、
物質量、光度の定義が紹介されている。第⚖章では
古典物理学ではなく量子力学と相対性理論への時代に
移行せざるを得ない実情が述べられている。第⚗章で
は、量子標準の時代に取り残されたキログラム原器で
すが、電気標準では、基礎物理定数のプランク定数と
電気素量で実現できることが紹介されている。第⚘章

では、プランク定数から質量が決められる原理の説明、
プランク定数とキログラムとの関係を測定するキッブ
ル・バランスの例の紹介、アメリカの国立標準技術研
究所とカナダの国立研究機関の実験装置が紹介されて
いる。第⚙章では、新しいキログラムをアボガドロ定
数により実現するためのシリコン単結晶の製作、単結
晶格子の間隔測定、Ｘ線干渉法による格子定数の測定、
レーザー干渉計を用いて直径を測定し、高精密な体積
測定が実現されたこと。第10章では、キッブル・バラ
ンスによるプランク定数の測定とアボガドロ国際プロ
ジェクトによるアボガドロ定数の測定において、両結
果から確認された相対不確かさは1.0 10と一致
していた。その結果を受けて2018年11月に開催され
る国際度量衡総会において⽛キログラムの定義改定案⽜
が提案され、議決されると、その施行は2019年⚕月20
日から新たにキログラム、アンペア、ケルビン、モル
の定義が改定されること。第11章では、基礎物理定数
による定義改定がもたらす影響について、キログラム、
アンペア、ケルビン、モルの定義改定による実質的な
影響は現状では変りないと紹介されている。
一世紀以上の長い間の質量標準の維持に貢献してき
た⽛国際キログラム原器⽜に対してお役目ご苦労様で
したと申し上げるとともに、質量単位の定義改定内容
の理解に一般向けの解説書として本書を推薦しますの
で、一読をお勧めします。

(一社)日本計量史学会 会長 内川 惠三郎

計測標準と計量管理52

書 評
臼田 孝 著

新しい⚑キログラムの測り方
科学が進めば単位が変わる

講談社，2018年⚔月20日,
1,000円(税別)，246ページ
ISBN978-4-06-502056-2




