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品質保証
リスクの最小化
コストの削減
確実な監査

品質保証 
Good Weighing Practice™ で最適化
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リスクのない計量が
高品質を保証します

全ての計測はリスクを伴い、製品の品質に
悪影響を及ぼす可能性を排除できません。

計測機器を適切に制御する事は重要課題のひとつで
す。最小の労力で、リスクを最小化するにはどうす
ればよいのでしょうか？

それには適切な判断が必要です。Good Weighing 
Practice™ はプロセス全体の管理システムを改善す
る為のガイドラインです。GWPはプロセスのリスク
評価に始まり、適切な対応策を推奨し、安全な日常
作業を実現するという一連の管理手法に基づいてい
ます。

Good Weighing Practice™ は、ISO、GLP、GMP、
HACCP などの最新の品質管理システムの要求事項に
対応し、それらを意味のあるプロセスとして実現さ
せます。GWPにより、リスクの少ない計量を行うこ
と法規制を遵守する事、製品の一貫した高品質を達
成する事ができます。

5. 通常操作
 安全な作業、正確な

計量、適切な日常点
検によるコストと経
費の削減。

4. 校正
 測定の不確かさの決定

により、天びんに要求
された許容範囲内で計
量を行うことを確実に
します。

評
価
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1. 適切な評価
 計量プロセスを、客観

的なリスク評価に基づ
いて管理し、影響が大
きい場合にはアクショ
ンを取ります。

2. 選択
 確実性を改善し、か

つエラーを無くする
ための正しいシステ
ムを決定します。

3. 設置
 文書化された据付、環境に

よる影響の低減、ユーザー
・トレーニングの実施によ
り、最初の段階から正しい
計量を行います。

P. Brenner 氏
製薬マネージャー 
プロセス管理

計測のエラーは、コスト高を招く
ロット単位の不良品を生み出し、
また、人間と環境に対しても悪影
響を与えます。
品質が重要課題であるプロセスに
おけるリスクの最小化は、優先事
項です。しかし、これには多大な
努力を必要としますので、最適化
が重要な意味を持ちます。Good 
Weighing Practice™ は、計量プロ
セスに関するリスクの評価を可能
にします。結果としては、リスク
が高い場合には、制御・管理に焦
点を合わせ、リスクが低い場合に
は、コストを削減します。計量シ
ステムの信頼性と、GMP ガイドラ
インに対する遵守が、重要な要素
ですが、Good Weighing Practice™ 
は、両者を確実なものとしてくれ
ます。
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慎重に厳選されたものだけが
最高の味覚を保証します

製品の品質に決定的な影響を与えるものは、混合におけるほんの少
しの要素であることがしばしばあります。

これらのほんの少しの要素が、計量システムに最大のチャレンジをもたらしてい 
ます。純量が少なければ少ないほど、相対的な測定の不確かさが大きくなるから 
です。

Good Weighing Practice™ は、お客様のニーズに適合した最適な天びんの選択と、
各測定の正確性を確実にします。

選
択
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これらの各天びんは、150 グラムのアロマにおいて計量が可能て
す。しかし、どの機種が最低 1 % の正確性を達成しているので
しょうか？

最小計量値 1.4 mg

最小計量値 0.8 g

最小計量値 120 g

最小計量値 4 kg

G. Nielsson 氏  
品質管理マネージャー 
アイスクリーム 
 
適切な天びんの選択は、私たちのニーズを満たすために重要な役割を担
っています。
最小計量値を知ることにより、必要とされる正確性をいつでも満たすこ
とが可能になります。私たちは、専用の警告システムを備えた天びんを
使用しています。この天びんの機能により、私たちは、良い味、にお
い、色、一貫性といった、顧客の要求事項に的確に対応することができ
るのです。

適切

適切

適切

不適切

ひょう量 220  g
最小表示 0.01 mg

ひょう量 4100 g
最小表示 0.01 g

ひょう量 15 kg
最小表示 0.5 g

ひょう量 300 kg
最小表示 20 g

サンプルの150グラムが最小計量値よりも上であれば、1 % の正確性が達成で
きます。
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Good Weighing Practice™ に従った、専門家による現地での据付・調整、
各種証明書、完全な文書化によって、プロセスの要求事項が初期の段階か
ら満たされることを確実にします。

オンサイトサービスは
効率性を最適化します

メトラー・トレドの認定技術者が、天びんの据付を実施し、規則、環境、プロ
セス状況を考慮に入れ、計量システムの性能を最大限に引き出すために、天び
んの設定を最適化します。私たちの経験によって、初期の段階から お客様のリ
スクを最小化できます。

設
置
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専門家による設置は、プロセス要件を遵守するための重要な第一歩です。また、これは機器の
完全なトレーサビリティ確保の基本になります。

専門家によるトレーニングは、ユーザーに対して、天びんの正確
な取扱いに必要とされる自信と力量をもたらします。ユーザーと
設備の準備が整っていることから、時間と費用を節約することが
できます。

P. Brenner 氏
製薬マネージャー 
プロセス管理

人的な間違いによるリスク要因
は、監査における不合格という結
果で現れます。
そのため、私たちは、メトラー・
トレドに、ユーザートレーニング
を組織的に行ってもらうことにし
ました。そのおかげで、今では、
天びんを正確に取扱い、ユーザー
メンテナンスを実施する方法を身
に着けています。これにより、よ
り安心して使用することができ、
計測のエラーのリスクは、劇的に
減少しました。



�

組織的な検査は
リスクを最小化し、コストの削減 
につながります

G. Nielsson 氏 
品質管理マネージャー
アイスクリーム
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Good Weighing Practice™ で推奨する指針はプロセスに潜
むリスクと要求精度を踏まえて明確な回答を提供します。

 どのように天びんを検査すべきか？
 どの程度の頻度で天びんを検査すべきか？
 どの場面で、労力を削減できるのか？

正確な計量と、リスクの削減のため、メトラー・トレドは、相互に補完
しあう、３つの検査方法の組み合わせを推奨します。

先進的な天びんの機能が、検査の
作業時間を短縮し、品質保証を
確実にします。Fully Automated 
Calibration Technology (全自動校正
技術、FACT) が、天びんの校正頻度
を減少させます。

私は十分すぎるほど検査をしているのでし
ょうか、あるいは足りないのでしょうか？
ISO 9001 (JIS Q 9001) によれば、私は、天
びんを定期的に調整し、確認する必要があ
ります。しかし、この基準は、どのように
行うべきか、どの程度の頻度で行うべきか
について、何ら定めていません。

Good Weighing Practice™ は、私が特に
必要とする内部的な要件や ISOに対応し
た検査方法を推奨してくれます。Good 
Weighing Practice™ は、私が特に必要と
する内部的な要件や ISOに準拠した検査方
法を推奨してくれます。また、日常点検用
分銅や、SOPについても、関連した情報を
推奨してくれます。そのため、私は自分が
適切な天びんの操作及び取扱を行っている
と安心できるのです。
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ユーザーは、定期的に短時
間の検査を行い、プロセス
が公差の許容範囲内である
かどうかを迅速に認識でき
ます。

メトラー・トレドのサービス技術
者は、ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) 
に対応した、天びんの校正証明書 
(JCSS校正証明書 *注１) を発行する
ことができます。

*注１：JCSS とは、(独) 製品評
価技術基盤機構 (nite) 認定セ
ンター (IAJapan：International 
Accreditation Japan) が運営する、校
正事業者登録制度 Japan Calibration 
Service System の略称です。
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校正
メトラー・トレドのサービス技術者は、全ての
重要な計量パラメータをチェックし、測定の不
確かさや最小計量値の証明書の発行が可能で
す。この証明書は、トレーサビリティが確立さ
れていることの証にもなります。
※なお、合否判定の明記された、検査結果証明書
の発行も可能ですので、別途ご相談ください。

プロセスの公差を維持すること
は、非常に重要です。
そのため、計量システムの最小
計量値を知ることが大切です。
校正証明書は、異なる公差とそれ
に対応する安全因子を表記してい
ます。
この情報に基づき、公差に対する
適合性は、いつでもトレースが可
能です。

調
整

と
通
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セーフィティーファクター（安全因子）

要求される
公差

1x 2x 3x 5x

(Safety factor なし) (Safety factor = 2) (Safety factor = 3) (Safety factor = 5)

0.1 % 0.49527 g 0.99073 g 1.48638 g 2.47826 g

0.2 % 0.24761 g 0.49527 g 0.74298 g 1.23854 g

0.5 % 0.09904 g 0.19809 g 0.29714 g 0.49527 g

1 % 0.04592 g 0.09904 g 0.14856 g 0.24716 g

2 % 0.02476 g 0.04952 g 0.07428 g 0.12380 g

5 % 0.00990 g 0.01981 g 0.02971 g 0.04952 g

最小計量値（Net値）の例

P. Brenner 氏
製薬マネージャー
プロセス管理
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トレーサビリティのとれた分銅のみが、天びんを、トレーサビリティのとれた
計測機器とすることができます。

通常業務
ユーザーは、公差（許容誤差）を確認し、測定データの変
動値を迅速に確認する必要があります。既定の周期での簡
単な検査により、リスクは最小化されます。

 何グラムの分銅が必要ですか？ 
 どの検査が行われる必要がありますか？ 
 どの位の公差（許容誤差）が必要ですか？

Good Weighing Practice™ は、明確な推奨事項を提示する
ことができます。

G. Nielsson 氏 
品質管理マネージャー
アイスクリーム

私たちの顧客は、安定した納期と
信頼性を評価しています。
これまで、私たちは何カ月にもわ
たる長期間において、全てが良好
であると期待するしかありません
でした。通常検査が行われないた
め、製品の品質が変化しました
が、気付くまでに時間がかかり、
納品スケジュールに遅れが生じま
した。今では、天びんの正確性を
毎週、数分程度の検査で確認して
います。これは、意義のあること
です。なぜなら、今では私たちは
自分たちが良い品質の製品を時間
通りに納品していることが分かる
からです。
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安全な計量のための
最適な解決策

最適な作業

最適な校正

最適な設置

最適な選択

最適な評価

詳細はこちらをご参照ください。
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