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[要約] 

 

第Ⅰ部 調査研究の概要 

1. 調査研究の目的 

近年、バイオテクノロジーの研究開発が盛んになり、その産業の基盤としてバイオツール（測定装置、

試薬、分析チップ等）の重要性が増大し、農産物、医薬品などバイオ分野の産物の商取引が国際化して

きており、バイオ分野の計測結果について、正確でかつ、比較可能な状態にすることが、国際社会から

要求されている。このため、国際度量衡委員会物質量詰問委員会（CCQM）がイニシアチブをとり、国際

的なトレーサビリティを確保することにより、客観的・科学的に評価できる体制を実現しようとしてい

る。現在、この分野の活動の中心は、米国及び英国であり、近い将来、国際的なトレーサビリティの取

れている計測・解析機器のみが市場に受け入れられることとなる可能性がある。また、我が国のバイオ

分野で流通している計測・解析機器の多くは、米国製又は米国が特許を保有しているものが多く、バイ

オ分野へ投入した研究開発費の多くは米国に流れて行ってしまうということにもなりかねない。 

一方、医療計量や医療検査システムの分野においても、欧州IVD EC指令、品質テシスムの履行・改善

（ISO17025）、コスト削減（検査の効率化、検査回数の削減等）の国際的流れの中で、測定手法や測定デ

ータに対して、測定機器、測定方法、検査機関、国家のそれぞれの間において、比較同等性とトレーサ

ビリティの要求が増大してきている。しかしながら、現状においては、測定体系によって異なる数値が

得られ、相互に十分な信頼性を持って比較することができないのが現実である。このような課題に対し

て、国際度量衡局（BIPM）と国際臨床化学連合（IFCC）の下で、医療計量トレーサビリティ合同委員会

（JCTLM）が設置され、国際的に認められた高品位の標準物質を元に各機械システムを正確に校正する方

法を導入することによって、正確かつ相互比較可能な計測システムを実現するための検討が開始された。 

以上のような背景を踏まえ、本調査事業の目的は、バイオメジャ及び医療計量の分野において、国際

的な動向を把握した上で、我が国で国家計量標準に位置づけるべきものや今後開発すべき国家計量標準

を見い出すとともに、それらの位置づけや開発の意義を明確にするとともに我が国の施策としてどうい

う方向でいくべきかを明確にすることである。また、施策を推進していく上で障害となる課題及び必要

なシステムや体制を明らかにする。 

 

第Ⅱ部 バイオ分野の計量 

1. 定義・用語の整理 

1.1 計量基本用語関連 

(1) 計量標準 

ある単位又はある量の一つ又は複数の値を参照として供給するために、定義し、実現し、保存し、再

現することを意図した実用器、計器、標準物質または測定システム。（ISO発行の国際計量基本用語集VIM

より） 

A. 国家標準： 国家的な決定によって認められた標準であり、当該量の他の標準に値付けするた

めの基礎として国内で用いられるもの。 

B. 一次標準： 最高の計測性能を持ち、同一量の他の標準への参照なしにその値が受容されるよ

うに指定され、又は広く認められた標準。 

(2) 標準物質 

機器の校正、測定方法の評価、又は物質に値を付与するため、単一又は複数の特性値が十分に均一で

良く確定された物質又は材料。英語名称はrefernce materialでRMと表記される。 

· 認証標準物質CRM：certifiled refernce material 

特性値の表現に用いられている単位の正確な現示へのトレーサビリティが確立されかつ表記された信

頼の水準での不確かさが各認証値に付されているという手続きによって、その一つまたは複数の特性値



が認証されている、認証書つきの標準物質 

全ての認証標準物質は「国際計量基本用語集（VIM）」にある「計量標準」の定義の枠内に入る。 

ある標準物質および、認証標準物質は、それらが確定した化学構造に関連付けられないか又は他の理

由により、厳密に定義された物理化学的測定方法では決定できない特性をもっている。そのような物質

には世界保健機構（WHO）によって国際単位が付与されているワクチンのような、ある種の生物学的な物

質が含まれている。 

米国NISTではCRMという言葉を用いずに、Standard Refernce Material：SRMという呼称を用いてい

る。 

(3) バイオ分野の計量 

生物（ヒトを含む）そのもの計測、及び生物から抽出したものの計測。医療分野は除く。 

計量の単位としても、計量標準の基本となるSIではなく、ビタミン等は生理学的効力（活性）に立脚

するIU（国際単位：International Unit）が用いられる場合が多い。CCQM等国際会議の場でもIUとSI

の関係は議論になっており、今後整合性を取る活動が進められると思われる。 

1.2 国際活動、組織名称 

(1) CCQM 

メートル条約に基く国際度量衡委員会（CIPM）によって創設された物質量諮問委員会。物質量（amount 

of substance）は化学でよく使われるモルを意味する。 

(2) CODEX委員会 

1962年にFAO（国連食料農業機構）とWHO(世界保健機構)の合同規格計画の下で食品規格、ガイドライ

ン、関連文書の作成を行う委員会として設立された。 

 

2. 背景 

2.1 バイオ計量標準整備に向けた国際的な動向 

(1) CCQM BAWG 

CCQM では2001 年4月にバイオ計量標準について議論するBioAnalysis Working Group (BAWG)を設置

し、その中で以下の活動が行われている。 

· バイオテクノロジーの定量測定の開発プログラムの開始 

· バイオテクノロジーの測定に於けるSIとレーサビリティの確立 

· 関連国際機関との連携・協力による、計量標準の啓発と普及 

(2) JCTFA 

2003年11月に食品分析の分野における計量標準の確立を目指してCCQMとCODEXの協同委員会となる

JCTFA が開催され、以下の項目に関する測定や評価をグローバルな基準で実行するためのトレーサビリ

ティと国際整合性が議論されている。 

· 消費者の関心の高い、遺伝子組み替え食品（GMO） 

· 安全性の重要課題である残留農薬や肥料 

· 健康上の関心事である食品添加物やサプリメント 

 

2.2 国家計量標準とトレーサビリティの重要性 

(1) GMP 

日本では、1974 年に厚生省薬務局長通知として医薬品に関するＧＭＰが作成され。当時は自主管理項

目であったが､１９９４年省令が改正され、「製造所のＧＭＰ体制が整っていること」が「製造業の許可

を取得するための必要要件」となっている。 

GMPには以下の3つの柱がある。 

· 管理体制の整備 



· 文書による規定の作成 

· 実施結果記録の作成 

このなかで文書による規定作成として、作業担当者が知識、技能として修得していた製造順などを誰

もが理解できる文章に表し、ルール化します。製造工程を科学的に検証（バリデーション）し、作業の

標準化を図るとある。 

(2) GMO表示規制 

GM食品の安全性の国際基準作成にむけてFAO（国連食料農業機関）とWHO（世界保健機関）の合意の下、

食品規格委員会（CODEX）が設立されたが、輸出側の米国、カナダと輸入側のEUとで調整がつかず、2000

年11月に表示基準の国際統一を断念。各国は独自の基準を採用し、輸入品は輸入国の基準で表示される。

以下に各国のGMOの混入割合の限度は値を列挙する。 

GMO混入率の標準物質が欧米で開発されている。日本の食総研からもプラスミドを標準とする斬新な標準

物質が開発され国際的に注目されている。 

2.3 各国のバイオ計量標準整備動向 

近年米国やカナダでは、ダイエットサプリメント（エフェドラ）による事故が頻発したことを景気と

して、従来は医薬品としての扱いをうけてこなかった、様々なサプリメント（補助食品）、自然健康食品

（ｎatural ｈealth productt）、栄養補助食品（nuturition supplement）等に対する、成分表示の正確

性や、安全性に対する関心が高まり、この分野にもカナダでは GMP 規制が導入され、米国でも導入され

る見込みである。このためFDA(米国)、CFIA（カナダ）といった規制行政官庁がNMIと協力して、標準の

開発に力をいれている。 

 

3. 計量標準の開発に関わるニーズ 

3.1 具体的な整備が進んでいる例 

米国では栄養表示・教育法が1990年に成立し施行され、加工食品に対す栄養素の食品表示義務が法制

化されている。この規制の実施と食品業界の成分分析の共通基盤として、AOAC（産業界､大学等のボラン

ティア組織でFDA や NIH と協力して化学分析方法を検討する）は食品を脂肪、蛋白質、淡水化物の含有

比率により9つに分類し、それぞれに１，２種類の認証標準物質整備が要望され、これに応じてNISTは

整備を進めている。 

 

3.2 既存の計量標準のうち国家計量標準に位置づけるべきもの 

近年、食品の安全に関わる問題が相次いだため、原因を特定する検査薬の国内市場が拡大している。

またアレルギー物質を含む食品の表示が義務付けられ（2002年）、厚生労働省の通知によりELIZA法（酵

素抗体法）による検査キットが指定されている。 

 

3.3 今後開発すべき計量標準、研究分野 

· DNA定量 

· 蛋白立体構造 

· ペプチド 

· 糖鎖工学 

 

3.4 その他のニーズ、意見 

バイオ分野では、計量における、標準物質、トレーサビリティーといった概念が計量のエンドユーザ

ー側にはまだ十分に浸透していないこともあり、標準物質の整備というキーワードでは、国内の必要性

を把握し難い状況にある。 

 



4. 日本の課題と今後のバイオ計量標準整備の方向性 

4.1 日本のバイオ計量標準整備の意義 

日本がバイオ計量標準への取り組みを放棄することは、この分野の研究基盤整備を放棄することにつ

ながる。科学技術立国として生きてゆく以外の選択肢が無い日本にとって、今世紀最大の成長分野であ

る、本分野の研究基盤整備の整備は極めて重要である。 

 

4.2 日本の問題点 

· バイオ計量標準整備の遅れ 

· 標準の分散 

· 計量標準の専門家と計測現場の交流機会が少ない 

 

4.3 日本の強み 

· 醗酵醸造の伝統を生かした、遺伝子組換体の大量生産技術 

· GMO作物の特異的DNA配列を用いた標準プラスミドによる混入率検出手法 

· 糖鎖工学 

 

4.4 日本が優先して取り組むべき課題  

課題の根本解決には、国内で使われている既存の海外の標準窓口機関を創設し、海外の標準供給との

窓口と、国内の標準開発を隣接させ、需要や課題等の情報交流の拠点とする必要がある。英国 LGC は独

自の標準開発を進めるのと並行してNIST や IRMM 等の標準を扱う大手民間企業を買収して欧州全域に対

する化学生物分野の標準供給機関となっている。 

 

 

· 国内、アジアに対する海外からの標準の供給（大量仕入による価格低減） 

· 海外の標準のコピー販売 

· 計測技術の相談窓口、普及 （NMIJとの協力） 

· バイオ計量に関する公的な研究所との交流 

· バイオ計量に関する民間組織との交流 

· 研究業務とは異なる標準の供給体制 

こうした状況の実現により NMIJ は国内、ひいてはアジアのバイオ計量のニーズの集約が可能となる。

その中で標準整備戦略・計画を長期的展望に基いて立案することが可能となる。個々の標準整備におい
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てはNIST等と協力して、必要に応じてカナダのように役割分担をしながら進めることが望ましいと思わ

れる。 

 

第Ⅲ部 医療分野の計量 

1. 定義・用語の整理 

(1) 医療分野の計量 

生物（ヒトを含む）そのもの計測、及び生物から抽出したものの計測のうち、IVDを中心とした医療に

関するものを対象とする。 

(2) JCTLM 

2002 年 6 月に CIPM（国際度量衡委員会）、IFCC（国際臨床化学連合）、WHO(世界保健機関)、ILAC（国

際試験所認定協力機構）の共催で「Symposium on Traceability in Laboratory Medicine」が開催され、

この会議で,臨床検査医学のトレーサビリティに関する合同委員会(JCTLM：Joint Committee on 

Traceability in Laboratory Medicine)の発足が合意された。JCTLMでは以下の活動をが進められている。 

· 認証標準物質（CRM：Certified Reference Material）の整備 

· 基準測定操作法（RMP：Reference Measurement Procedure）の整備 

· 基準測定検査室（RML：Reference Measurement Laboratories）の設置 

RMLがCRM、RMPを運用し、各国、地域で相互に標準化の確立を行う。 

(3) IVD 

in vitro diagnostic=体外診断薬。IVD は、体内の状況を知る為に、血液や尿などを測定対象として、

身体への侵襲がなく、簡単・迅速な疾病の有無、病状、また、経過の把握に役立ち、診断や診療方針の

選択に有効な情報を提供し、タイミングのよい治療や経過観察に重要な役割を果たすものである。また、

一般の健康診断や人間ドックでも疾病の早期発見や予防に貢献し、医療経済全体の縮小化にも寄与する。

このような体外診断薬は、現代医療には欠かすことのできない先端技術となっている。 

 

2. 背景 

2.1 医療計量標準整備に向けた国際的な動向 

欧州にてIVD指令が発行され、体外診断に関する値は基準測定法（Reference Measurement Procedure）

または、高次の標準物質（Reference Material）によるトレーサビリティの確保が求められている。こ

れらの基準測定法と標準物質を選定し、機能するように方針をさだめるのが JCTLM の大きな目標となっ

ている。 

 

2.2 国家計量標準およびトレーサビリティの意義 

EU－IVD指令は、現在の科学で不可能なことを要求しているとする批判も多く、当事者には混乱の元と

なっている一面もあるが、EU 社会で正しい計測、計量標準整備が最も急がれる分野が体外診断であるこ

との宣言であり、それを促進するための政治的方策であると捉えられる。我が国においても、より正確

な体外診断の重要性はEUと同様であり、我々自身の健康と、経済効果のためにもこの分野の標準化が促

進される必要がある。 

 

2.3 規制と医療計量標準の動向 

EU では体外診断に使用される装置、用具、検査試薬等に対して、その性能と特性をより高次の参照分

析法あるいは標準物質によって保証すること、およびそれらの情報を使用者に提供することを義務付け

ることとした。既存IVD製品も2005年12月以降はCEマークが必須となる。 

現実には IVD に対して国家計量標準は整備されているものは少なく、整備されているもののうち約半数

程度は米国NISTからの供給である。 



 

2.4 各国の医療計量標準整備動向 

英国LGC標準供給部門が新たに吸収合併した旧東ドイツのMikromol（ベルリンのバイオビジネスパー

クに拠点を置く）は医薬品不純物質と代謝物の合成、標準物質の販売で世界最大手であり、規制当局と

医薬品、バイオテクノロジ－業界を結ぶ LGC の役割が強化されている。医薬品不純物質は規制当局の注

目を集めている。標準物質は薬品開発の重要な段階である不純物の特定と定量で必要となり、品質管理

において重要である。 

米国FDAは人工皮膚や内臓等の移植の安全性、安定性、効率性の評価方法を必要としており、NISTで

はこのためのプロジェクトを立ち上げている。移植することが特定の患者によい結果をもたらすかどう

かを判断するための測定方法やSRM（マーカー）は供給可能だと考えている。 

 

2.5 IVDの市場動 

国内のIVD、医薬品市場は横ばい傾向の中、糖尿病患者の増加による需要増、モノクローナル抗体を利

用したIVD、治療薬の需要が増えている。 

 

3. 医療計量標準整備の必要性 

3.1 医療計量標準を整備する意義、必要性 

体外診断を始めとする医療の計測においては、疾病を見逃せば、患者の生命にかかわり、健康体を疾

病と間違えれば、高額な医療費用の無駄に繋がる。何れにしても現代社会への損失は大きく、診断の｢不

確かさ｣の低減は、現実的な利益に直結している。 

NISTではコレステロールの標準物質の整備により、診断の誤判定率が1949年の18.5％から2000年に

は3％に低減したことにより年間約$100M（1億円強）の経済効果がもたらされたとしている。 

日本人、アジア人独自体質に対応した計測技術の標準整備の必要性も高い。 

 

3.2 日本から提案できる標準物質 

JCCLSの酵素の標準物質はヒト由来の組換体であり、動物由来であるIRRMに比べると優れている。ヨ

ーロッパはIRRMで許容するとしているが、日本では反対している。ヒト由来のものを一定の品質で一定

量を生産する組換技術は日本にしかない。日本の標準は従来は凍結タイプだけであったが、ロット 4 か

ら乾燥凍結品に変えて、国際的にも取扱いしやすくした。将来的には、JCCLSのものが使われるようにな

るはずである。 

 

3.3 国家計量標準として開発されるべきもの 

電解質、代謝物の無機物質の多くはNIST からの供給が大半を占め、近年は欧州のIRMM からも同分野

の供給が始まっている。 

他の分野は一部の例外を除いて殆ど認証標準物質は整備されていない。重要性の高い腫瘍マーカー

（PSA等）や、糖尿病（HbAlc：グリコヘモグロビン）、肝炎に関するものの整備が国内外で進められつつ

ある。IVDとして対象となる物質数は各種の蛋白成分、それに対する核酸、酵素等に及ぶ為、物質の種類

としては数百におよぶ膨大な量となっており、重要性と技術の進展のバランスを考慮した CRM 開発が必

要となっている。Ⅲ部に示すJCTLM の標準物質のリストには約800 項目が挙げられているが、間もなく

国際標準となるαリストには40項目程度しかない。他の項目も体外診断自体は実施されているので、機

器製造事業者や試薬の供給元毎の標準となっていると考えられる。 

 

4. 日本の課題と今後の医療計量標準整備の方向性 

4.1 日本の問題点  



· 標準物質の絶対量が圧倒的に少ない。米国NISTの1300種類に対して、NMIJは数種類しかない。

医療計量標準物質についてはHECTEFに依存しているが国産の標準の数は少ない 

· 日本におけるIVD試薬等の流通拠点であるHECTEFが法人格を取得できておらず、組織としての

経営基盤が脆弱である。 

· 従来HECTEFとNMIJ、AISTとの交流がなかった。 

· NMIJに医療分野の計量の状況、標準物質の必要性の情報が集まらない。 

 

4.2 医療計量標準整備戦略の優先順位 

体外診断、治療薬共に全般的な市場は横ばいを続ける中、成長分野である糖尿病関連と、モノクロー

ナル抗体の分野の国家計量標準体系を優先的に整備することが効果的である。 

 

4.3 標準整備推進体制 

まず医療計量分野ではトレーサビリティ確保の必要性の認知を高めてゆくことが重要であるが、トレ

ーサビリティの先としても、NISTやIRMMではなく国内のAIST、NMIJへとシフトしてゆくことが重要で

ある。AIST、NMIJ の標準供給体制の構築と並行して進めながら、医療計量分野との情報交流を促すこと

は「鶏と卵」の関係でもあり、発展するきっかけを掴むのが難しい面があるが、第Ⅱ部のバイオ計量と

同様にNIST、IRMM 等の国内の窓口をAIST 内部、またはこれと密接な関係を持つところに集約すること

を提案する 

 

 

現在、IVDの分野ではHECTEFが創設され、軌道に乗りつつあるが、法人格を持たない組織基盤の脆弱

性等が危惧されている。こうした問題解決と、計量体系の確立、さらに医療分野と NMIJ の交流を促し、

長期的な標準物質研究、計量技術研究の活性化に、国際標準物質の窓口をAIST内部に一本化することが

効果的であると考えられる。 

 

  
  この事業は、オートレースの補助金を受けて実施したものです。 
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