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序
戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支
えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石
油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は
多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展
はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴
い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。
これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今
後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて
従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組
む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良
改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科
学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。
これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ
らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙
げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の
各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね
らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。
こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの
一つとして社団法人日本分析機器工業会に「社会的規制の基礎となる計測・分析技術の直
面する課題と将来展望調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、
関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。

平成１７年３月

社団法人 日本機械工業連合会
会 長
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金 井

務

序
この報告書は、社団法人日本分析機器工業会が、平成 1６年度事業として、社団法人日本機
械工業連合会より受託(競輪補助事業)を受けて実施した「社会的規制の基礎となる計測・分析
技術の直面する課題と将来展望調査」の実施内容をまとめたものです。
近年、社会環境や食品安全性に対する関心の高まりから、ディーゼルエンジン車をはじめと
する自動車排ガスの排出規制強化、EU の新環境規制（WEEE、RoHS）の導入、遺伝子組み
換え食品の規制等、より安全な社会実現を目指し世界的な規模で各種環境規制の整備が進んで
います。これらの規制を実効性の高いものにするためには規制対象物質を定性的、定量的に測
定し、規制に合致するか否かを検証することが必要です。しかし、近年その規制はより低濃度、
より微少量化しており、必然的に測定精度を維持するためには、高度な計測・分析手法や高感
度な計測・分析機器が必要となります。このようなニーズに対応し、信頼性が高い計測・分析
手法に基づいた分析システムを確立することは、社会的コストを抑制しながら環境と調和した
社会的システムを構築するうえで重要です。
本調査では、顕在化している環境規制等に係る社会的なニーズとともに将来的なニーズや動
向を探り、
このような規制に対して実効性のある計測･分析を行うための課題を明確にしました。
そして、この課題を解決する為には簡易分析法を活用し、正確で精密な分析法と組み合わせて
活用することが必要であることを指摘しています。診断・検査用の分析機器の開発について提
言し、装置や機器の開発と共に、社会的な基盤を構築するための課題を指摘して提言をしまし
た。
おわりに、この調査研究事業の実施に当たって、委託事業として取り上げていただきました
社団法人日本機械連合会に深く感謝申し上げますとともに、この調査研究事業にご協力を戴き
ましたアンケート先、国内面接調査先、海外面接調査先各位、及び実施機関である社団法人日
本分析機器工業会において「社会的規制の基礎となる計測・分析技術の直面する課題と将来展
望調査」に参加し、貴重なご意見、ご審議を戴きました委員長をはじめとする各委員のご尽力
に対し、厚くお礼申し上げます。
平成１７年３月

社団法人 日本分析機器工業会
会 長
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矢嶋 英敏
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調査の概要
１．事業の目的
近年、社会の環境や、食品安全性に対する関心の高まりから、ディーゼルエンジン車をはじ
めとする自動車排ガスの排出規制強化、EU の新環境規制（WEEE、RoHS）の導入、遺伝子
組み換え食品の規制等、より安全な社会実現を目指し、世界的な規模で各種環境規制の整備が
進んでいる。
これら規制を実施するに当たっては、規制対象物質を定性的、定量的に測定し、規制に合致
するか確認する必要がある。しかし、近年その規制はより低濃度に、より微少量化しており、
必然的に測定精度を維持するためには、高度な計測・分析手法や高感度な計測・分析機器が必
要となり、自ずと測定に係るコストが高価になる傾向がある。
例えば、PCB やダイオキシンのように組成は同じでも全く異なる物質が存在する。このよう
な物質を特定（定性）し、その含有量を測定（定量）することへのニーズが高まっているが、
このような高度な測定をするためには、整備の整った研究所等で、高度なラボ用計測・分析機
器を用いて測定を行う必要がある等、計測・分析機器へのこれらのニーズに対して計測・分析
技術は十分対応できていない状況にある。このようなニーズに対応し、信頼性が高く簡易な計
測・分析手法を確立することは、社会的コストを抑制しながら環境と調和した社会的システム
を構築するうえで重要である。
高感度かつ、簡易な計測・分析機器実現による測定精度、信頼性の向上、測定コスト削減を
目的とし、現在、顕在化している環境規制等に係る社会的なニーズとともに将来的なニーズや
動向を探り、その測定に必要な計量器としての性能、機能等について調査を行い課題を明確に
するとともに、今後業界として将来的に必要な事項及び規制策定に当たり考慮すべき点等につ
いて提言を行った。

２．調査研究の内容
文献調査、アンケート調査、ヒヤリング調査（海外調査を含む）を通じて社会的な規制の基
礎となる計測・分析技術の直面する課題と展望を(社)日本分析機器工業会委員を中心とする委
員会において検討し、提言を行った。
具体的には、主に以下の 3 点について調査を行った。
① 規制の現状と動向調査
規制の現状と今後の社会的な要請ついての動向調査を行った。
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② 計測・分析技術の開発等の検討
規制に対応する計測・分析法の現状を調査し、今後、計量器として必要な計測・分析
技術の開発等の検討を行った。
③ 社会インフラの検討
計測・分析機器等の校正等、規制を行ううえで必要な社会インフラの検討を行った。

３．事業の実施組織
社団法人日本分析機器工業会内に、本事業を運営と事業計画作成、調査研究遂行、事業の
取りまとめ等を実施するために「社会的規制の基礎となる計測・分析技術の直面する課題と
将来展望調査委員会」を設け、当初の目的を達成すべくこれを推進した。

４．委員会
４．１ 委員会の構成
委員会委員構成（順不同・敬称略）
委員長

角田 欣一

副委員長 鈴木 孝治
清水

肇

群馬大学工学部応用化学科教授
慶応義塾大学理工学部応用化学科教授
北九州市立大学エコデザイン研究センター客員教授

前田 恒昭

(独)産業技術総合研究所計測標準研究部門主任研究員

山科 則之

(有)環境資源システム総合研究所研究第一部副部長

吉岡 浩実

サーモエレクトロン㈱マーケティング部

齋藤

㈱島津製作所分析計測事業部専門部長

壽

後藤 良三

東亜ディーケーケー㈱開発設計センター企画開発グループ
専任課長

石川

治

東ソー㈱科学計測事業部

田口

正

日本インスツルメンツ㈱取締役営業部長

長谷川勝二

日本分光㈱UV/CD 技術部システム二課長

原田 勝仁

㈱日立ハイテクノロジーズライフサイエンス事業統括本部
担当部長

幹 事

高橋 貞幸

㈱リガクX 線研究所企画室長

横川 信幸

㈱日立ハイテクノロジーズ那珂事業所主管技師長

柾谷 榮吾

(社)日本分析機器工業会専務理事

小島 建治

日本電子㈱経営戦略室副理事

2

幹 事

関

秀世

㈱堀場製作所開発センター新技術企画プロジェクトマネージ
ャ

幹 事

平井 正徳

三菱化学㈱機能化学カンパニー機能化学企画部門

幹 事

松岡 広和

横河アナリティカルシステムズ㈱企画室長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 中村 良明

経済産業省製造産業局産業機械課課長補佐

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 浅野 由香

経済産業省製造産業局産業機械課

事務局

(社)日本分析機器工業会

戸野塚房男

４．２ 委員会の活動状況
委員会

４回開催

ワーキンググループ ７回開催
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第１章 社会的規制の現状と将来方向
１−１ 有害物質の規制に関する社会的な要請の動向
（１）化学物質の安全性に対する国際的な取り組み
化学物質の安全性については、国際的な課題として取り組みがなされており、以下のその代
表的な取り組みを紹介する。

１）化学品の分類および表示に関する世界調和システム ＧＨＳ
The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals;GHS の目
的は化学物質および混合物に固有な危険有害性を特定し、そうした危険有害性に関する情報を
消費者、労働者、輸送業者、緊急時対応職員に伝えるであり、その為に、化学物質および混合
物を「物理化学的危険性（１６項目）
」および｢健康および環境に対する有害性（１０項目）｣
に応じて分類するための判定基準と、絵表示や注意喚起用語を含むラベル表示や安全データシ
ート（ＳＤＳ）による危険有害性に関する情報伝達(Hazard Communication)事項とを制定し
た。
物理化学的危険性については、火薬、引火性、酸化性、発熱性、自己反応性などの性状で分類
されており、健康および環境に対する有害性については、①急性毒性 ②皮膚腐食性／皮膚刺
激性 ③眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ④呼吸器感作性又は皮膚感作性 ⑤生殖細胞変
異原性 ⑥発ガン性 ⑦生殖毒性 ⑧特定標的臓器／全身毒性（単回暴露） ⑨特定標的臓器
／全身毒性（反復暴露） ⑩生物環境有害性に分類している。
ＧＨＳの効果は危険有害性の情報伝達に関して国際的に理解できるシステムを確立し、人類お
よび環境の保全推進と、化学物質の試験・評価の世界的な重複を回避、危険有害性を正しく評
価されている化学物質の国際貿易を促進すること等が期待できる。
アジア諸国において、ＧＨＳ導入が実現すれば、化学物質の分類基準の調和、各国国内表示
不整合や規制に起因する諸問題の解消による貿易促進、化学物質管理制度や基本的なインフラ
整備などの利点も多く、わが国も２００３年からタイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、
フィリピンなどのアジア諸国でセミナーおよびワークショップを開催し、関連知識の普及啓蒙
と技術的・人的資源の整備を支援している。

２）残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPｓ条約）
環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念される残留
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性有機汚染物質 Persistent Organic Pollutants（POPｓ）の製造、使用、輸出入に関する条約
で２００１年５月採択され、既に５０ケ国が締結完了し、２００４年５月から効力が生じるこ
とになった。日本も２００２年８月に締結した。
POPｓは、①毒性 ②難分解性 ③生物蓄積性 ④長距離移動性 が要件となっており、現時
点では具体的な措置が求められる物質として１２物質が指定され、その措置内容に従ってＡ，
Ｂ，Ｃに分類されている。

付属書 A に分類される物質 （９物質）
措置

廃絶 （製造、使用、輸出入の原則禁止）

物質

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ、ｴﾝﾄﾞﾘﾝ、ｸﾛﾙﾃﾞﾝ、ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ、
ﾄｷｻﾌｪﾝ、ﾏｲﾚｯｸｽ、PCB

付属書 B に分類される物質 （１物質）
措置

制限 （製造、使用、輸出入の制限）

物質

DDT

付属書 C に分類される物質 （４物質 内２物質は重複）
措置

非意図的生成物

物質

PCDD、PCDF, PCB、ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

（注） PCB とﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝは付属書 A と重複

加盟国の義務
加盟国は次の７項目の義務を負う。
・製造、使用、輸出入の原則禁止（付属書 A）
・製造、使用、輸出入の制限（付属書 B）
・新規 POPｓの製造・使用禁止のための措置
・非意図的生成物（付属書 C）の排出量の削減および廃絶
・ストックパイル、廃棄物の適正処理（汚染土壌の適切な浄化を含む）
・PCB 含有機器については、２０２５年までに使用の廃絶、２０２８年までに廃液、機器
の処理（努力義務）
・条約発効後２年以内に上記義務を履行するための国内実施計画を作成
試験研究、使用中の製品、国別適用除外の項目がある。

総括ガイドラインの採択
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2004 年 10 月 バーゼル条約ＣＯＰ７において、総括ガイドラインが採択され、2005 年春
のストックホルム条約締結国第１回会議に提案されることになっている。
本総括ガイドラインの中には、環境上適切な処分方法(分解処理方法)と対象となるＰＯＰｓ廃
棄物レベル（低ＰＯＰ値）としての指針値が示され、サンプリング、分析方法、モニタリング
についても規定してある。
総括ガイドラインで示された低ＰＯＰ指針値
PCB

；50 mg/kg

PCDDs, PCDFs ； 15 μgTEQ/kg
農薬類（ｱﾙﾄﾞﾘﾝ、ｸﾛﾙﾃﾞﾝ、DDT、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ、ｴﾝﾄﾞﾘﾝ、ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ、HBC、ﾏｲﾚｯｸｽ、ﾄｷｻﾌ
ｪﾝ）

；各 50mg/kg

３）化学物質の安全に関する政府間フォーラム ＩＦＣＳ
１９９４年ストックホルムにおいて「化学物質の安全性に関する国際会議ＩＣＣＳが開催さ
れ、アジェンダ２１第１９章「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物
質の環境上適正な管理」の実施のために議論がなされ、
「化学物質の安全性に関する政府間フォ
ーラム Intergovernmental Forum on Chemical Safety(ＩＦＣＳ)が設立された。化学物質の環
境上適正な管理のために次の６項目を取り組む。
①科学的リスクの国際的なアセスメントの拡大および行動
②化学物質の分類と表示の調和
③有害化学物質および化学的リスクに関する情報交換
④リスク低減計画の策定
⑤化学物質の管理に関する国レベルでの対処能力の強化
⑥有害および危険な製品の不法な国際取引の防止
また、ＩＦＣＳの活動を進めるために、化学物質対策に関連する７つの国際機関、即ち、
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）
、ＵＮＥＰ（国連環境計画）
、ＷＨＯ（世界保健機構）
、ＦＡＯ（食
糧農業機関）
、ＩＬＯ（国際労働機関）
、ＵＮＩＤＯ（国連工業開発機関）
、ＵＮＩＴＡＲ（国連
訓練調査研究所）の事務局が参加して、
「健全な化学物質管理のための機関間プログラムＩＯＭ
Ｃ」が設定され、各国間の活動を調整しつつプロジェクトの推進が図られている。
2000 年に採択された「化学物質の安全性に係わるバイアー宣言」によると、
２００４年までに
①可能であれば、免疫毒性，内分泌かく乱作用、生態毒性等に関する一般的原則と調和手法
の確立についての勧告
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②新たな 1000 物質の有害性評価の完了と、それを一般人が入手可能とする
③多くの国において、農薬およびその他有害物質の廃貯蔵品の安全管理のための行動計画を
確立し、ＩＦＣＳの地域グループごとに少なくとも２ケ国で計画の実施を開始
④2001 年の採択を受け、ＰＯＰｓ条約の発効
⑤IFCS の地域グループ毎に少なくとも２ケ国で、PRTR 又は排出目録を確立
２００５年までに
①多くの国において、化学物質管理の改善を目標とした国家政策を確立
という計画である。

４）国連環境計画 ＵＮＥＰ
国連環境計画 United Nations Environment Program においては
①化学物質の人および環境への影響に関する既存の情報を国際的に収集・蓄積する
②化学物質の各国の規制にかかわる情報を提供する
という目的で「国際有害化学物質登録制度ＩＲＰＴＣ（現在はＵＮＥＰ Chemicals と改名）
」
を実施すると共に、ＯＥＣＤやＷＨＯと連携して、地球的規模の化学物質汚染問題に取組み中
である。

５）経済協力機構（ＯＥＣＤ）の化学物質対策
ＯＥＣＤの最高決議機関の下に｢環境政策委員会｣が設置されており、現在は「化学品グル
ープ」などの４グループが活動中である。
化学品グループは化学品試験法も検討などを取り組んでいたが、米国ＴＳＣＡ，ＥＣ６次指
令、日本の化審法など各国の化学物質規制に関する法律制定の動きに対応して、特別なプロ
グラムを実施する必要性が出てきたことから各国からの特別出資により、
「化学品規制特別プ
ログラム」が開催され、新たに「管理委員会」が設置され、定期的に「化学グループ／管理
委員会合同会合」を開催して推進・調整を行なっている。その後、バイオテクノロジーに関
する分野への対応も含め、全体を「環境保安安全プログラム」として現在に至っている。

「環境保安安全プログラム」の主テーマ
① テストガイドラインと優良試験所基準（ＧＬＰ）
テストガイドラインは加盟国にて開発された試験方法を個別の化学物質や混合物および
調剤の有害性を評価するために集約したものであり、
物理化学的な性質に関する試験
（可燃性、
水への溶解性など）
、人の健康と野生動物に対する影響（短期毒性、長期毒性など）
、環境中で
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の残留性と分解性などについて定めたものである。現在までに１００件のテストガイドライン
を定めている。
ＧＬＰはテストガイドラインを補うもので、試験所における管理や試験の実施、報告等に対す
る基準を定めたものであり、化学物質の届出や登録のために規制機関への提出される試験結果
が十分に良質かつ正確であることを確実にするためのものである。
MＡＤシステム；テストガイドラインおよびＧＬＰ基準に基づくデータの相互受け入れシステ
ムであり、ＯＥＣＤ非加盟国もＭＡＤシステムに参加が可能となっている。
② リスク評価とリスク管理
８０年から９０年代半ばまで、鉛、水銀、カドミウム、臭素系難燃剤、ジクロロメタン
などの特定の化学物質に焦点をあてた取り組みを実施した。現在は化学産業全体に適用可能な
リスク管理のためのツールつくりや情報提供に重点が移っている。

また「特別な課題」として以下の６課題も取り組んでいる。
① 工業化学物質（新規物質、既存物質）
新規物質
既存物質 ＨＰＶ化学物質プログラム（1000ｔ/y 以上）
HPV；High Production Volume Chemicals
② 農薬
③ 分類とラベル表示
ＯＥＣＤとＩＬＯが有害化学物質の表示と分類に関する世界調和システム（ＧＨＳ）
を共同開発
④ 事故
⑤ PRTR
⑥ 食品の安全性とバイオテクノロジー産物

６）国際化学物質安全性計画ＩＰＣＳ
ＵＮＥＰやＷＨＯの決議や勧告を受けて、環境汚染による健康影響の総合的評価して化学物
質の安全性に関する計画が発足した。当初はＷＨＯ事務局が、化学物質が人の健康に及ぼす影
響を総合的に評価し、化学物質毎に「環境保健クライテリア Environmental Health Criteria
EHC」として公表していたが、その後各国の主な研究機関の協力により「国際化学物質安全性
計画 International Program on Chemical Safety IPCS」へ移行した。
現在 EHC に登録されている化学物質は 1976 年の水銀（EHC 1）から 2003 年のニトロベンゼ
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ン（EHC 230）まで２３０種類に及よぶ。
EHC ではこれらの化学物質について、
① 物質の同定、物理的・化学的特性、分析方法
② 環境中の発生源・移動・分布
③ 環境中濃度及びヒトの暴露
④ 体内動態及び代謝
⑤ 動物実験及び in vitro 実験系への影響
⑥ ヒトへの影響
⑦ ヒトに対する健康リスクの評価
⑧ 勧告
を記載している。
分析方法については、以下の例に示すように方法と感度を示すに留まっており、操作手順の記
載はない。
EHC 例：EHC No.200 銅
分析方法：無機および有機の銅化合物について、環境中および生物試料中の銅を定量するため
の試料採取方法、調製法と分析法が開発されている。試料採取および調製中に、空
気、
塵埃、
容器はたは試薬から分析試料中へ汚染する銅が分析誤差の主原因である。
銅定量の比色法と重量分析が簡単・安価であるが感度は悪い。
種々のマトリックス中の低濃度の銅の測定に、原子吸光分析（AAS）法が最も広く
使用されている。炎光 AAS よりは寧ろ黒鉛炉 AAS の方が高感度。検出下限は試料
の前処理、分離と濃縮に依存するが、水中の銅の検出下限はフレーム AAS で 20μ
g/L, 黒鉛炉 AAS で１μg/L であることが報告されており、組織中では黒鉛炉 AAS
で 50〜200ng/L が検出されている。ICP-AES や ICP-MS では更に高感度な測定が
可能である。その他、感度の高い特殊な方法として蛍光Ｘ線分析、イオン選択性電
極を用いた方法、
陽極
（陰極）
ストリッピングボルタンメトリー などが利用できる。

７）ＩＳＯ・ＩＥＣの動向
ISO 及び IEC では種々の国際標準化活動を推進しており、その中から環境・資源循環分野にお
ける取り組みを以下に示す。
① ISO/TC146 （大気質）の取り組み
・ 浮遊粒子状物質（PM10,PM2.5）測定方法

Adhoc WG 発足

・ N2O 測定方法 Adhoc WG 発足（コンビナー；日本）
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・ 作業環境大気―水銀及び無機水銀化合物の測定―金アマルガム捕集法と冷蒸気原子吸
光法または原子吸光法を用いた分析法

委員会原案（CD）に移行

② ISO/TC146 （水質）の取り組み
・ アルキルフェノール類の分析方法 （国際規格原案 DIS18857-1）
・ ダイオキシン類試験方法
・ 環境免疫化学に基づく水中の農薬試験方法(ISO-15089)の農薬以外への適用
③ ３R（Reduce,Reuse,Recycle）に関する取り組み
欧州や日本を中心に体系的な環境配慮規格作成の動きはあるが、ISO や IEC において分野
横断的に３R に関する国際規格を取り扱う専門委員会（TC）は存在しない。
ISO/TC207(環境管理)において、ガイド 64「製品企画に環境側面を導入するための指針」
や TR14062「環境適合設計」が、IEC/ACEA（環境諮問委員会）においてガイド 109「環
境側面―電気・電子製品規格への導入」やガイド 113「電気・電子機器の材料開示質問表
作成」などが既に発行されており、製品の環境に及ぼす影響への配慮の重要性を示してい
る。
④ ISO/TC34(食品)
食品に関する新しい規格 ISO 22000 : Food safety management systems を検討中。
この規格は ISO 9001 と

HACCP（危害分析・重要管理点手法）と PP(Prerequisite

program : 一般的衛生管理プログラム)とを統合した規格であり、2003 年に委員会原案（CD）
が登録されている。国際規格原案（DIS）になるのは、2004 年末以降の予定。

８）バイオ分野における計量標準の国際的な動向
2001 年以降、バイオ分野で計量標準の開発・整備に向けた国際的な取り組みが加速してい
る。バイオ計量標準全般については「国際度量衡委員会 Bio Analysis WG(2001.4 発足)が、臨
床検査分野における計量標準については Joint Committee on Traceability in Laboratory
Medicine(2002.6 発足)が、食品分析の分野における計量標準については、Joint Committee on
Traceability in Food Science（2003.11 発足）がそれぞれ中心となり取り組み中である。EC で
は既に ISO 15189「臨床検査実施機関の認定」および臨床検査システムへの標準物質使用の
義務化について EU 指令を公布済みであり、期限である 2005 年末に向けて急速にトレーサビ
リティの確保が進展すると思われる。
一方、アメリカでは NIST が臨床検査に係わる計量標準の整備のための取り組みを強力に推進
中である。
国際的に信頼性のある臨床検査システムの構築のためには、
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① 測標準からのトレーサビリティの確保
② 臨床検査手順の規格化
③ 検査機関の認定
が必要であり、精度の高い医療診断システムの開発が求められてくる。精度の高い医療診断シ
ステムの中には各種の計測標準と診断機器が組み込まれなければならない。

９）ナノテク材料の安全性の検討
ナノテクノロジーから生産される物質については、欧米の環境団体からも安全性確認を求める
声が出ており、これからの課題として検討が開始されている。2004 年 10 月にイギリスで、
「ナ
ノク材料を生産する上で労働安全衛生をいかに維持していくか」に関する初めての国際会議
（

First

International

Symposium

on

Occupational

Health

Implications

of

Nanomaterials. ）が開始され、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、アメリカ、日本
の幅広い分野の有識者約１３０人が参加し、ナノテクの現状と将来、ナノ材料の健康への影響
あるいはその可能性、暴露量の評価と制御などについて討議された。
主催者；UK Health and Safety Laboratory
共催者；UK Health and Safety Executive（ＨＳＥ）
US National Institute for Occupational Safety and Health（NIOSH）
第２回の国際会議は 2005 年 10 月 4-6 日ミネアポリスで開催予定となっている。
日本でも、ナノテクノロジー・材料分野の取組みに関する専門委員会で、社会的影響などに関
する取組みのあり方を検討している。

（２）EＵの動向
１）ＥＵの組織と機能
ＥＵは近年環境重視の政策を展開しており、アメリカや日本はＥＵの環境規制が産業規制へ
飛び火する懸念を抱きつつ、動向を見守っている。
最初にＥＵの組織について簡単に記載する。
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ＥＵの組織

欧州理事会
（閣僚理事会）

欧州委員会

欧州議会

閣僚理事会 Council of the EU
EU の決定機関。環境、経済財政などの分野毎に２５ケ国の担当閣僚の集まりで、議長は半
年交代である。多くの案件については、理事会事務局（加盟国政府のブリュッセル在籍職員）
および加盟国 EU 代表大使会議によって事実上決定される。

欧州委員会 European Commission
ＥＵの執行機関。法案や政策の提案権を有し、各種の指令、規則は原則的には欧州委員会が
起草・提案する。委員会は各加盟国から１人、計２５人の委員（日本の閣僚に相当）より構成
され、任期は５年。各委員の下の総局（日本の官庁に相当）
、例えば、産業総局とか環境総局が
ある。環境総局は非常に強い立場にあり、正義感や理念によって動く傾向が強く、一方産業総
局は相対的に弱い立場にあると指摘する声も多い。

欧州議会 European Parliament
従来は諮問機関であったが、現在は理事会との共同決定権を有する。
（共同決定手続きについ
ては割愛する。
）直接選挙で加盟各国から選出された 732 名の議員で構成される。日本と異な
り、議員立法という制度はない。
（項目ごとに修正案を出すことができ、１法案に対して、300
〜500 件の修正案が提出され、個々に議論・採決される。
）
NGO や産業団体のロビー活動の中心となる。
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EUの法体系
EU 条約；EU の全活動の法的根拠となる条約であり、あらゆる EU 法令（規則、指令、決定、
勧告）は EU 条約を遵守したものでなければならない。
環境に係わる EU 条約条文は 174〜176 条である。
規則（Regulation）
；加盟各国の国内法の制定・改正を必要とせず、直接適用される。
指令（Directive）
；一般的には加盟各国の国内法の制定・改正し、実施は各国が行なう。
決定（Decision）
；加盟各国の国内法の制定・改正を必要とせず、特定の対象者に直接適用され
る。
勧告（Recommendation）
；拘束力は持たない。
コミトロジー・プロセス（Comitology Process）
法令が出た後、法令では決めていない事項、例えば、閾値などの技術的な論点を決定す
る際に用いられる意思決定プロセスである。案件に応じて、加盟国代表と欧州委員会代表とで
構成される委員会（Committee）が設立される。その後、理事会・議会での議論を経ず「欧
州委員会決定」とか「欧州委員会指令」として採択される。
（日本の政令に相当する）

次にわが国でも大きな関心事になっている WEEE 指令、ＲｏＨＳｓ指令、REACH 規制など
について報告する。

２）廃電気電子機器に関する欧州議会および理事会指令（WEEE 指令）
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Concil of 27 January 2003 on
Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE)

ＷＥＥＥ指令の要点を以下に示す。
① ＥＵ内で埋立てられる老朽化した電気電子機器の削減を目的とし、
生産者へ義務を課す。
② 分別回収・再使用・リサイクル率の向上を目指す（製品毎にリサイクル率の目標を設定）
③ 新たに生産される機器の生産者に対して最終的な処理・リサイクルに必要な費用負担を
要求。
④ 2005 年 8 月 13 日施行。

WEEE 対象機種
表 1-1 のカテゴリーに入り、交流 1000Ｖ，直流 1500Ｖを超えない電圧で使用するように設

13

計された電気電子機器が WEEE の対象となる。
表１-１ ＷＥＥＥ指令のカテゴリーと対象機器
カテゴリー

対

象

機

器

カテゴリー１

大型家電

カレゴリー２

小型家電

カレゴリー３

ＩＴ・通信関連機器

カレゴリー４

ＡＶ関連機器

カレゴリー５

照明関連機器

カレゴリー６

電動工具（工業用の大型電動工具は不含）

カレゴリー７

玩具

カレゴリー８

医療機器

カレゴリー９

監視装置・制御装置

カレゴリー１０ 自動販売機

カテゴリ８の医療機器の中には Analyzer という項目があり診断用分析装置や血液ガス分析計
などが該当する／しないは不明である。一方、カテゴリー９の監視・制御装置の中にもポータ
ブル分析計及びラボ用分析機器が該当する／しないは不明である。カテゴリー８及び９につい
てはこのように機器の該当／非該当の判断に関して灰色部分が多く、Decision Tree の必要性と
具体的な Decision Tree 案が英国電気・電子機器協会(GAMBICA)等から提案されている。今
後このような議論も活発に行なわれると思われる。

これまでの経過と今後のスケジュール
2000 年 06 月；指令案の提出
2002 年 12 月；理事会で採決、欧州議会で採決
2003 年 02 月；官報告示
2004 年 08 月；各国実施法の整備期限
2005 年 08 月；生産者の義務発生（WEEE）
2006 年 07 月；上市される機器に RoHS 適用
2006 年 12 月；目標再生率の達成
分別回収・処理
① 加盟国は 2005 年 8 月までに、WEEE 対象機器と一般廃棄物の分別回収を消費者の負担
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無しで行なうシステムを構築が求められる。
・最終消費者、流通業者が WEEE 対象機種を無償で返還できるシステム
・流通業者は新商品を供給する際、消費者の WEEE 対象機種を無償で回収
② 生産者は独自または共同で WEEE のリサイクル処理システムの構築が求められる。
・液体除去と分離処理が義務つけられる。
（プリント基板、ＣＲＴ，臭素計難燃剤含有の
プラスチックなどの分離）
目標再生率
生産者は各カテゴリー毎に次表の再生・リサイクル率を 2006 年末までに達成しなければな
らない。各カテゴリー毎の目標値を表 1-2 に示す。

表 1-2 カテゴリー毎の再生・リサイクル率

カテゴリー

対 象 機 器

目標再生率

リサイクル率

カテゴリー１

大型家電

80%

75%

カレゴリー２

小型家電

70%

50%

カレゴリー３

ＩＴ・通信関連機器

75%

65%

カレゴリー４

ＡＶ関連機器

75%

65%

カレゴリー５

照明関連機器

70%

50%

カレゴリー６

電動工具

70%

50%

カレゴリー７

玩具

70%

50%

カレゴリー８

医療機器

ー

ー

カレゴリー９

監視装置・制御装置

ー

ー

自動販売機

80%

75%

カレゴリー１０

３）電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令
Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Concil of 27 January 2003
On the restriction of the use of certain hazardous substance in electrical and electronic
equipment(RoHS)

RoHS 指令の要点
① ６種類の特定化学物質の製造段階における使用を制限することによって、電気電子機
器が環境の及ぼす影響を削減することを目標とする。
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② 2006 年 7 月 1 日以降に上市される新しい電気電子機器は、鉛、水銀、六価クロム、カ
ドミウム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルを閾値を越えて含有し
てはならない。但し、2006 年 7 月 1 日以前に上市された機器の修理用パーツおよび機
器の再使用には適用されない。
③ カテゴリー８およびカテゴリー９は、RoHS 指令の適用範囲には含まれない。欧州委員
会は 2005 年 12 月 13 日までに適用の提案を行なう予定となっているが、
既述の Decision
Tree の件もあり、期限が守られるかは不透明である。
④ 一部に適用除外の項目があり、適用除外の申請を受け付ける。
（適用除外の申請は RoHS
指令の概念に沿ったものでなければ拒絶される）

RoHS 指令採択後の動き
その他にも、適用範囲や適用除外対象、
「上市」の定義、許容濃度、測定方法など課題が残って
おり、現在活発に議論されている。その一例を以下に示す。
閾値に関する検討
ホモジニアスマテリアル（均質材料）については、カドミウム 100 ppm, その他は 1,000
ppm となる見込みであるが、均質材料の定義を加えるか否かの議論されている。定義としては、
“ホモジニアスマテリアル（均質材料）とは、機械的に異なる材料に分離できない材料”とい
うもの。均質とは全て均一の構成物を示し、例えば、プラスチック、セラミック、ガラス、金
属、合金、紙、未実装基板、樹脂、コーティングを意味する。機械的に分離とは、例えば、ビ
ス外し、切断、粉砕、研磨、などで機械的に分解することを指す。しかしなら、数ｇの微小部
品の扱い、例えば、４〜５ｇ以下のコンポはホモジニアス材料と見なすという議論がされてお
り、取り扱いは不透明であるが、最終的な見込としては“ユニット”という言葉は無くなりマ
テリアルベースになる可能性が高い。
分析方法については、現在さまざまな検討がなされているが、未だに決定していない。
これらについては、本章の後半に述べる。
上市：2006 年 7 月 1 日にどこに流通しているものを指すか、工場出荷時か／ＥＵ通関時か／
ＥＵ各国の小売店に製品が渡った時か？ 未だに明確に定まっていない。

EU の WEEE, RoHS 指令は欧州から他の国へ波及する動きがあり、アメリカのＣＡ州は
EU の指令を適用する構えを示しており、中国も、環境保全に加えて、自国の輸出競争力の強
化という観点から中国版 WEEE,RoHS を検討中である。既に青島、浙江省で中国板 WEEE の
モデル事業を開始しており、家電４品目と PC が当面と対象となっている模様。

16

また、中国版 RoHS の方も EU 同様、鉛等の６物質を規制する案で取り組み中である。

４）化学品の登録、評価、認可制度
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH)
欧州委員会が 2001 年に白書「今後の化学品政策のための戦略」において化学品の登録，評価、
認可等に関して導入を提案したシステムであり、2003 年 10 月に欧州議会および理事会に最終
案が提出され、現在法案；規則（Regulation）を審議中である。
現在検討中の REACH は予防原則を取り入れた画期的な化学物質規制案と言われているがそ
の特徴は、
① 製造者および輸入者はその化学物質を登録しなければならない。
対象：取扱量が１ｔ以上の物質（３万物質と言われている）
登録内容：固有の特性、危険性に関する情報、用途、初期リスク評価
（製品情報に関する責任は企業側にあり、ＥＵ産業界の負担額は約 40 億ユ
ーロと予想されている）
② ＥＵ加盟国はその化学物質を評価しなければならない。
ＥＵ各国の規制当局は、登録さらた化学物質毎に提案される試験実施計画について評価
し、必要に応じて試験の実施を要求することができる。強化対象物質は約 5000 物質と
いわれている）
③ “非常に強い懸念”のある物質については、使用前に欧州委員会の認可を必要とする。
非常に強い懸念のある物質；発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質、難分解性物
質、生態蓄積性物質が該当し、当該物質の用途別に認可が与えられる。
というものである。
現行システムとの相違点は表 1-3 に示すとおりであるが、2003 年の欧州議会と理事会に提出さ
れた欧州委員会草案は、2001 年に出された新化学物質白書に対し、英・仏・独を中心とした競
争力優先の考え方や経済への影響を考慮した意見などが織り込まれており、オランダが一層の
費用削減を要求するなど議論が続くと思われる。両者の争点の一例を上げると、白書では、
「有
害物質を、より害の小さい物質あるいは、入手可能であれば無害な物質に代替する代替の原則」
を提案しているが、欧州委員会草案では、
「非常に強い懸念のある物質でも適正な管理が可能な
場合には認める」案になっている。更には、以下に示すような「理念」対「経済性」という切
り口で議論が続いている。
・ コストが高過ぎる ⇔ 産業界は物質の安全な製造と使用の義務
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・ 管理の負担増（ＣＳＲ：化学物質安全性レポート）⇔有害物質の禁止と代替
・ 企業秘密データに関する懸念 ⇔ 知る権利
・ 産業のＥＵ外への移転につながる ⇔ 人の健康と環境への利益
本法案は欧州議会と欧州閣僚会議で平行して討議されて行くが、2005 年及び 2006 年に全
体投票が実施され、2006 年秋に制定される予定である。

表 1-3 ＥＵの化学物質管理システムの比較
現在のシステム

ＲＥＡＣＨ

化学物質に関する情報に格差がある

安全性情報を提供することによって情報の差を少なくできる

”挙証責任”は規制当局にある

”挙証責任”は企業にある

”新規化学物質”は年間生産量 10 kg から通知が 年間生産量 1t 以上の全ての化学物質に規制が
かかる

必要
（既存物質は対象外）

（新規物質に限定されない）

欧州化学局が所管

化学物質に関する新たな局を創設

既存物質に関する進捗がない

11 年後には 3 万種の化学物質が登録完了見込み

欧州委員会の REACH 案に対して、米国は次のようなコメントをしている。
米国は、環境と人間の健康への強固な保護に対するＥＵの関心に共感し歓迎するが、REACH
法案が高価で、煩雑で、複雑なアプローチを採用しようとしているように見え懸念を抱く。そ
れらのアプローチは規制を機能しないものとし、革新に悪影響を与え、世界貿易を混乱させる
ものである。また、提案は政府と産業界に対し、多くの資源（人と資金）を強いることになる。
この規制が目的を達成するためにより良いアプローチとして以下の点を要望している。
① 最も高いリスクを及ぼすと思える物質にＥＵの資源が注入できるように法規制の適用
範囲を狭めること。
② 既存の化学物質が及ぼすリスクに対し、効果的に向けられている現在の国際的な共同
努力を補完するものであり、決して置き換えるものではないというアプローチを展開
すること。
③ 法規制が決定される過程を明確で透明なものにすること。
一方、米国のサンフランシスコ市審議会は投票により１０対１で REACH 提案を支持する決議
を採択している。
日本政府も、
「人の健康と環境の保護という理念については理解できるものの、①過剰な負担
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を事業者に課するべきでない ②ＥＵ向け輸出を阻害し、必要以上に貿易制限にならない配慮
③国際的に実施・検討されている化学品規制制度の国際調和との整合性 ④重複登録の可能性
などを懸念すると共に、これら懸念にも耳を傾けて一層考慮することを求めている。

５）その他の動き
① バッテリー指令の提案：毎年、約 80 万トンの自動車用バッテリー、19 万トンの産業用バ
ッテリー、16 万トンの消費者用バッテリーがＥＵ市場に投入されており、含まれる金属（鉛、
ニッケル、カドミウム、亜鉛、マンガン、水銀、銀、リチウム）は数千トンに及ぶ。焼却
又は埋め立て処理の環境への影響と天然資源の節約という観点で、回収・リサイクルのシ
ステムを 2003 年 11 月に提案。
② 防腐処理木材の使用規制：ＣＣＡ（銅、クロム、砒素）防腐処理木材およびクレオソート
処理木材の使用および販売の禁止。焼却・廃棄による環境への影響、浸出による水生生物
への影響を排除。
③ 大気微粒子物質：直径 10 ミクロン以下の粒子状物質（PM10）からより小さい粒子状物質
(PM2.5)に移行する準備中。微粒子が大きい粒子に比較して人の健康に与える影響が高いと
いう科学的な根拠がＷＨＯ等から示された頃を受けて指令の改正をする方針。
④ 世界的な臭化メチル規制を検討中。
⑤ ＥＵ塗料溶剤削減案の承認
⑥ 遺伝子組み換え食品と飼料の管理：遺伝子技術を用いた製品の表示と追跡に関する仕組み
の確立と遺伝子組み換え生物由来の食品と飼料の市場への出荷と表示の規制を欧州委員会
が承認。

（３）アメリカの動向
アメリカはＥＰＡが中心となってさまざまな環境政策を実施している。その一例を次にあげ
る。
① 子供と環境対策
優先項目として、子供の喘息、鉛汚染、不慮の事故、健康な学校環境を上げ、対策を検討・
実施中である。例えば、トラック・バスからのディーゼル廃棄汚染物の削減、有機りん系
殺虫剤（アジホスメチル、クロエウピルホス、メチルパラチオン、ダイアジノン）の使用
に対する厳格な規制、遊戯施設における砒素含有木材防腐剤の使用禁止、喫煙のない家庭
の誓いキャンペーン、喘息と鉛戦略連絡会の設置などである。現在のアメリカでは、人種、
民族、家庭の所得などと喘息患者数や血中鉛濃度値との関連性があり、政治的な課題とな
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っている。カリフォルニアの公立小学校の 32％は鉛含有塗料が使用されており、89％では
土壌中に鉛が検出され、15％が飲料水基準を超える鉛を含んでいるなど、鉛汚染は広がっ
ている。
② 五大湖の浄化対策
③ 養殖魚介類に検出された抗生物質対策
④ 電気廃棄物の削減対策
ＥＰＡでは、アメリカでは今後５年間で、約２億５千万台のコンピュータが使用済みとな
り、廃棄されると推定している。これらのコンピュータおよびテレビ用のブラウン管（Ｃ
ＲＴｓ）にＸ線遮蔽用として塗布されている鉛の廃棄処理や水銀を含む機器（スイッチ、
圧力計、温度計、接点などに水銀を使用した機器）のリサイクルを促進。

（４）日本の動向
わが国の諸施策の中から、主として人の健康と環境保全という切り口で、主な取り組みを
紹介する。表 1-4 にわが国の化学物質などを環境と健康の面で規制した主な法律を示す。
１）化学物質環境汚安全性総点検調査
環境省では 1979 年以来、毎年化学物質のよる環境汚染実態調査と暴露量調査とモニタリン
グ調査を実施し、
「化学物質と環境」で公開している。
① 初期環境調査
化審法や PRTR の候補物質、非意図的生成物質、環境リスク評価及び社会的要因から必
要と思われる物質などを対象として環境残留状況を把握するための調査。平成１４年度
は１３物質（群）について調査を行い、８物質（群）について分析法開発に着手した。
② 暴露量調査
環境リスク評価に必要なヒト及び生物の化学物質の暴露量を把握するための調査。
平成１４年度は６物質（群）について調査を実施。
② モニタリング調査
POPｓ条約対象物質並びに同条約対象物質の候補となり得る性状を有する物質や化審
法の指定物質あるいは監視物質に指定されている物質で環境残留性が高いが環境基準な
どを設定されていない物質の中から、環境実態の経年的把握が必要な物質を対象として
モニタリング調査を実施している。
平成１４年度は POPｓとして６物質（群）その他有機スズ化合物など合計で８物質（群）
について調査対象とした。
（表 1-5）
これらの調査結果から今後の規制の必要性と分析法も検討されている。
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表 1-4 環境と健康面からわが国の化学物質等を規制した主な法律
法

律

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

略 称
化審法

物

質

分

類

第１種〜第２種特定化学物質
第１種〜第２種監視化学物質
新規化学物質

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び

化学物質管理

第１種〜第２種指定化学物質、

管理の促進に関する法律

促進法

特定第１種指定化学物質

労働安全衛生法

安衛法

名称等を表示すべき有機物
特定化学物質等障害予防規則

特化則

第１類〜第３類物質、特別管理物質

有機溶剤中毒予防規則

有機則

第１種〜第３種有機溶剤

粉じん障害予防規則

粉じん則

鉛中毒予防規則

鉛則

化学設備の規則

爆発物、発火物、酸化物、引火物、可燃性ガス

変異原性に関する通達
腐食性液体
産業医を選任を要する物質
名称等を通知すべき有害物
じん肺法
毒物及び劇物取締法

毒物、劇物、特別毒物

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する

化学兵器禁

法律

止法

大気汚染防止法

排出基準に係わる物質
特定物質
粉塵発生設備

水質汚濁防止法

水濁法

生活環境に係わる有害物質
人の健康に係わる有害物質

悪臭防止法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物処理法

消防法

有害物質
危険物、準危険物、特殊可燃物
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貯蔵等の届け出を要する物質
高圧ガス保安法

可燃性ガス、毒性ガス、液化ガス、
圧縮ガス、特殊高圧ガス

農薬取締法

生産および使用可能な農薬を指定

危険物船舶運送貯蔵規則

船舶安全法

圧縮ガス、腐食性物質、毒物、引火性液体類、酸化
性物質、可燃性物質、有機性物質、火薬類、液化ガ
ス、運送禁止物質

海洋汚染防止及び会場災害の防止に関する法律

海洋汚染

Ａ類〜Ｄ類物質、個品輸送における有害物質

防止法
航空機による爆発物等の輸送基準等の告示

航空法

表 1-5 わが国の環境汚染調査（平成１４年度）
調査の種類
初期環境調査

対

象

物

質

ｲｿﾌﾟﾚﾝ、ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ、1-ｵｸﾀﾉｰﾙ、ｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ、p-ｸﾛﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、
ｼﾞﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ、臭化ﾒﾁﾙ、ﾃﾚﾌﾀﾙ酸、2,4,6-ﾄﾘ-tert-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ,
ﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾎﾟﾘ塩化ﾀｰﾌｪﾆﾙ、ﾒﾀｸﾘﾙ酸、ﾒﾁﾙ-tert-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ

露量調査

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸、 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸
ﾍﾞﾝｿﾞ[a]ﾋﾟﾚﾝ、 ﾎﾟﾘ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ、 ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ

モニタリング

PCB 類、 HCB、 ドリン類（ｱﾙﾄﾞﾘﾝ、ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ、ｴﾝﾄﾞﾘﾝ）、DDT、
ｸﾛﾙﾃﾞﾝ類、ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ、HCH 類、有機ｽｽﾞ化合物

２）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
難分解性等の性状を有し、人の健康を損なう恐れのある化学物質が環境を経由して人の健康
に被害を及ぼすことを未然に防止するために、新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前に
その化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度である。
新規化学物質とは以下の項目のいずれにも該当しない物質をいう。
① この法律が公布される昭和 48 年 10 月 16 日以前に業として製造又は輸入されていた化
学物質（既存化学物質名簿に記載物質）
② この法律が施行された後、新規化学物質届出を行い、官報で告示された物質（白公示化
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学物質）
③ この法律で規定されたカテゴリー（新規化学物質を除く）に属しない化学物質

化学物質審査規制法が改正され平成１６年４月１日から施行された。今回の改正で対象となる
化学物質のカテゴリーが６通りに変更となった。
（表 1-6）

表 1-6 改正化審法によるカテゴリーと対象化学物質
カテゴリー

性

状

指定数

化学物質例

第１種

難分解性である

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ

特定化学物質

高濃縮性がある

13 物質 ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

長期毒性（人）又は生態毒性（高次捕食動物）がある

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ

第２種

難分解性である

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

特定化学物質

高濃縮性ではない

23 物質 四塩化炭素

長期毒性（人）又は生態毒性（生活環境動植物）がある

ﾄﾘﾌｪﾆﾙ錫

第１種

難分解性である

酸化水銀（Ⅱ）

監視化学物質

高濃縮性がある

18 物質 ﾎﾟﾘﾌﾞﾛﾓﾋﾞﾌｪﾆﾙ

長期毒性（人）又は生態毒性（高次捕食動物）が不明

ｼﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾅﾌﾀﾚﾝ

第２種

難分解性である

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ

監視化学物質

高濃縮性ではない

806 物質 1.2-ｼﾞｸﾛﾙｴﾀﾝ

長期毒性（人）がある／疑いがある
第３種

難分解性である

監視化学物質

生態毒性（動植物）がある

新規化学物質

新規に製造される物質

1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ

３）化学物質排出移動量届出制度 PRTR
ＰＲＴＲの対象物質は環境省が毎年実施している環境汚染物質の調査結果などから候補
物質を決めている。現在は平成１４年度分まで公開されている。また、環境省では届出義務
の無い少量取り扱い事業所についても、アンケート調査を実施しており併せて公開している。
これらの一例を図 1-1 から図 1-3 に示す。
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18

大気への排出
公共用水域への
排出
土壌への排出
事業所内の埋立
事業所害へ廃棄
物として移動
下水道への移動

16
14
12
10
8
6
4
2
0
ＴＬ

図 1-1 ＰＲＴＲ届出総排出量

ＸＹ

ＣＭ

ＭＮ

ＣＲ

ＥＢ

図 1-2 届出排出量と移動排出量の多い物質（万ｔ／年）
TL:ﾄﾙｴﾝ XY：ｷｼﾚﾝ CM:塩化ﾒﾁﾚﾝ

総届出排出量＝29 万トン

MN:ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

総届出移動量＝２１万トン

CR:ｸﾛﾑ及びその化合物 EB:ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ

（土壌への排出及び下水道への移動は極少）

DMF:ｼﾞｴﾁﾙﾓﾂﾑｱﾐﾄﾞ

30

ＴＬ：トルエン
25

ＸＹ：キシレン
20

ＣＭ：塩化メチレン
15

ＦＡ：ホルムアルデヒド
10

ＡＥ：アルキルエーテル

5

ＢＺ：ベンゼン

0
ＴＬ

ＸＹ

ＣＭ

ＦＡ

ＡＥ

ＢＺ

ＴＣ

ＴＣ：トリクロルエチレン

図 1-3 届出排出量と届出外排出量（環境省推定値） 単位；万ｔ／年

４）環境ＪＩＳ
環境 JIS とは、３R（リデュース、リユース、リサイクル）に資する規格に加えて、大気・
水質等の排出濃度の測定方法について規定する環境測定規格を含んだものの総称であり、環境
保全に幅広く貢献している。以下に環境 JIS 導入の経緯と概念を簡単に示す。
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ＤＭＦ

あらゆる製品の原料、製造、流通、使用及び処分において環境に何らかの影響を与えるとい
う認識に立ち、ISO ガイド 64（JIS Q0064「製品規格に環境側面を導入するための指針」
）が
「最終製品」のみならず「素材・材料」
「中間材料」等の規格開発の際にも重要な指針となりう
る。この概念に基づき、日本工業標準調査会標準部会が平成１３年８月に「標準化戦略」を策
定し、その中で、環境保全に資する標準化が重要分野として掲げられた。また、分野別標準化
戦略（環境・資源循環）では、今後の JIS 作成・改正の際に ISO ガイド 64 を考慮し、製品本
来の機能と製品のライフサイクルの各段階を通じた環境のバランスを考慮することにより環境
保全に資する JIS を通じた体系的な環境配慮を推進していくことが提言された。この提言に沿
って、
「環境 JIS の策定促進アクションプログラム」と「環境 JIS 策定中長期計画」が策定さ
れ、
「分野別環境配慮企画整備方針」がまとめられ、毎年見直しと改正を行いながら現在に至っ
ている。
これらの活動の中で「環境測定 WG」が ISO/TC146(大気)、TC147（水質）等の環境測定に関
しわが国が重点的に取り組むべきテーマの設定、国際標準化活動における中長期計画をまとめ
た。
3 年間の活動状況を JISC 工業標準化のホームページより引用すると

①年度毎のテーマ数推移と制定・改正テーマ数
H１４年度 H１５年度 H１６年度
129

207

217

当該年度に制定予定のテーマ数

38

45

85

制定・改訂数

58

32

102

41

9

4

年度当初の総テーマ数

年度別中長期計画の見直し／追加
年度別中長期計画の見直し／削除等

② 分野別の標準化テーマ数（一部を紹介）

土木・建築

32 件（10 件）

材料

59 件（ 9 件）

運輸・物流

26 件（ 3 件）

機械

27 件（ 7 件）

情報・電子

23 件（ 2 件）

消費生活・安全

29 件（ 4 件）
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環境測定・廃棄物等

21 件（ 6 件）

ここで（ ）内数値は今回追加された新規標準化テーマ数を示す

③ 環境政策上の必要性（社会ニーズ）に応じた分類

３R の推進

55 件（ 9 件）

地球温暖化対策

45 件（11 件）

製品に係わる有害化学物質対策

56 件（11 件）

環境配慮設計

12 件（ 2 件）

環境汚染（大気・水質・土壌等）対策

49 件（ 8 件）

④ 平成１５年度に制定・改正された分析・計測方法
JIS G2403 アルミニウムドロスのサンプリング、試料調製及び水分決定方法
（制定）
JIS B7951 大気中の一酸化炭素自動計測気（改正）
JIS B7952 大気中の二酸化硫黄自動計測気（改正）
JIS B7953 大気中の窒素酸化物自動計測気（改正）
JIS K0099 排ガス中のアンモニア分析方法（改正）
JIS K0303 排ガス中のホルムアルデヒド分析方法（改正）
JIS K0450-40-10 用水・排水中のアジピン酸ビス（2-エチルヘキシル）試験方法
（制定）
JIS K0450-40-10 用水・排水中のべンゾフェノン試験方法（制定）
５）アジアワイドリサイクル
ブラウン管テレビ（CRT/TV）のように生産拠点が海外に移転していく中で、CRT ガラスメ
ーカの生産拠点も海外に移転が進められている。そのような状況で家電リサイクルをどの様に
推進するか、アジアを含めた広範囲なリサイクルと関連法律の整備が必要となっている。

１−２ 必要となるリスク評価と分析・計測技術に対する期待
１）リスク評価
リスクに関する研究は 1970 年代後半から盛んになった。それまでは、安全と危険という考
えしか無く、あるレベル以下なら安全でそれを超えたら危険という考え方であった。
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しかしながら、例えば放射性物質のように、用量・反応関係で閾値が無くどんな少量でもそれ
なりのリスクがある一方、レントゲンなどでのベネフィット（利益）もあるような物質に対し
て、リスクをある程度許容する考え方が発達してきた。化学物質についても放射性物質と同じ
考え方が採用され、リスク・ベネフィット解析を経て、リスク評価とリスク管理が行なわれ政
策にも反映されている。リスク評価の手法については、ＥＵ型（ある決まった方法で評価を行
ない一つの視点で俯瞰的に把握する手法）と米国型（物質毎の特性に応じてリスクを追求して
いく手法）があるように種々の提案がなされている。その一例を簡単に示す。
リスクの定義；
「どうしても避けたいこと（エンドポイント）
」が起こる確率 。例えばガンに
なることは避けたいことなのでガンになる確率を計算する、これが発ガンリスク。
リスク評価；エンドポイントが起こる確率とエンドポイントの重大さとの組み合わせ。
エンドポイントの重大さについては、健康リスクに対しては損失余命、生態リスクに対しては
種の絶滅確率など計算し、異種のリスクを同じ尺度で議論する。
わが国では、産業技術総合研究所の化学物質リスク管理研究センターを中心にリスク評価・管
理手法の開発、リスク削減対策の評価、リスク管理手法の啓蒙活動などが行なわれている。ま
た、1.3 ブタジエン、トリブチルスズ、ノニルフェノールなどについて詳細なリスク評価が実
施され結果は一般公開されている。
これまでのリスク評価は基本的には事後評価であった。大量の化学物質が環境中に放出されて
からの評価であり、もっと遅れると、何らかの問題が起こった後の評価であった。しかしなが
らこれからは、予防的な事前評価が必要であり、これまでの方法論を更に一歩進めた新しいリ
スク評価の科学が期待されている。

２）分析・計測技術に対する期待
有害物質の使用を禁じた規制あるいは閾値以上の含有を禁じた規制であっても、分析・計測
が必要であり、分析・計測技術に対する期待は従来と変わりはない。しかしながら、その質に
おいて大きな変化が見られる。例えば、欧州の RoHS 指令を例にとると、
① 電気・電子機器の埋め立て処分に伴う有害物質による汚染を防止するという大きな目的
で規制が掛っており、分析についての議論が遅れている。
② その結果、電気・電子機器、例えば、ゲーム機を例に考えると、多種多様の材料・加工
品の集合であり、分析サイドから見た場合、何を測定するのか、濃度をどのように表す
のかが不透明である。
③ 測定対象が定まらないと最適な測定方法が決まらない。
この様な状況下で、測定対象、測定方法などに関して多くの提案・議論がなされ、方向付けが
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なされつつある。
現在議論中の RoHS 規制６物質の分析方法やその他の技術について、
その概要を以下に述べる。
材料や加工品中の規制６物質を定量するためには、試料の前処理＝何らかの方法で分解または
溶解して溶液化する操作が必要である。スクリーニングとして定性・半定量を行なうのであれ
ば、非破壊分析の方法も可能である。

試料の分解方法には、湿式分解（主として酸や酸化剤による分解）
、アルカリ溶融、マイクロ
波分解、酸素ボンベ法、灰化法（必要に応じて硫酸などを添加）
、高温燃焼分解法などがある。
これらについては、既存の規格を利用する、あるいは新規に作成の方向で進んでいる。既存の
分解法規格を表 1-7 に示す。
分解時に最も注意すべき点は、試料中の測定項目の飛散と揮散であり、水銀は特に揮発性が高
いので密閉での分解が必要となる。また、灰化法においても、完全灰化するためにはより高温
での灰化が望ましいが、飛散・揮散の可能性も高くなる。高温燃焼分解法では、燃焼によって
生じたガスを吸収液に吸収させるときの捕集率にも注意が必要である。
更に、注意すべきことは湿式分解時の安全性と環境への配慮である。有機物を酸で加熱分解す
る場合、例えば熱硫酸といった薬品からの安全性を確保するとともに、有機物の湿式酸化分解
において、過酸化物による爆発の危険性がある。とくに過塩素酸を使った場合は
その危険性が大きい。
抽出や溶出も前処理の方法である。プラスチック中のポリ臭素化ビフェニール（ＰＢＢ）や
ポリ臭素化ジフェニルエーテル（ＰＢＤＥ）は溶媒による抽出が必要であり、六価クロムも原
子価を変えることなく溶液化するには適切な抽出法あるいは溶出法が必要である。
抽出や溶出操作の後に精製操作を必要とする場合も多い。これは同時に抽出・溶出してきた妨
害物質を除去する操作であり、操作を煩雑にする要因である。これらの全操作を通して、抽出
率や溶出率に注意が必要となる。

溶液化した後の試料は、汎用の機器分析計で比較的簡単に測定できる。測定法の規格も代用
できるものが数多くあり、大きな問題にはならない。
現在考えられている分析方法は表 1-7 にまとめた。表 1-7 は、WEEE, RoHS 指令を定めた
過程で検討されたＥＲＡレポート、Anal. Bioanal. Chem., 375 巻やＸ線分析討論会, 38 巻に投
稿された文献、わが国の製品含有化学物質情報管理認証制度検討委員会、グリーン調達共通化
協議会などの検討資料、公開されている各社のグルーン調達基準に記載の分析方法などを基に
してまとめた。
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前処理方法、検出方法の他にも課題が残っている。
第一にサンプリングの課題。例えば、試料としてプリント基板を考えた時、何処をサンプリン
グし、何処をベースに濃度を算出すれば良いか。これまでの分析は試料は同一の性状を持ち、
均質であり、一般的に数ｍｇから数ｇサンプリングすれば試料を代表すると言えた。仮に数ｇ
サンプリングしても均一性が確保できない場合、例えば石炭の場合、粉砕、縮分などの操作で
均質化を図りサンプリングした。しかしながら、今回の RoHS 指令では
測定対象をホモジニアルマテリアルとしており、機械的に異なる材料に分離できるまで分離し
て試料とすることが検討されている。一方、数ｇの微小部品の扱い、例えば、４〜５ｇ以下の
コンポはホモジニアス材料と見なすという議論がされており、分析装置から、特に非破壊分析
装置からみれば、サンプリング＝測定部位の選択は難しい。
第二は測定試料の数と分析時間に関する課題である。
RoHS 指令に沿ってホンジニアスマテリアルに分離して測定を行なうとすれば、膨大な数の試
料が発生する。それらをラボに持ち込み、分解・検出するには時間とコストが増大する。その
課題の解決には、既存のラボ分析形のコンセプトでは対応不能であり、オンサイトで短時間に
処理できる簡易な測定＝スクリーニングが可能な「簡易型分析計」が必要となる。精密分析と
スクリーニングとを効果的に併用したシステムが求められる。
第三は分析する人に係わる課題である。
サンプリングした試料の分解や抽出、溶出の操作は化学分析の基本操作であるが、先に述べた
ように人為的なミスが入る操作であり、ある程度の経験と熟練が必要である。自動化された機
器分析に支えられている現在の分析者でこの基本操作ができる人は減少している。分析技術者
の確保が課題であり、簡易分析計の開発で技術者不足を緩和するとしても、人の教育・育成が
求められる。
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表 1-7

分析方法一覧

物質

部材

鉛

樹脂

前 処
前処理法
非破壊

理

酸による湿式分解

参照規格

EPA SW-846,3050B

分析
分析方法
蛍光X線分析法（XRF）
１） 波長分散型
２） エネルギー分散型（含；SEM/EDX
３） ハンドヘルド型
誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）
誘導結合プラズマ分光法（ICP）
原子吸光分析法（AAS）
1) フレームAAS
２） 電気加熱AAS
溶出ボルタンメトリー

カドミウム

水銀

全クロム

ハンダ層
塗膜
樹脂

酸溶解
乾燥・灰化・酸溶解
非破壊

JIS化検討中

酸による湿式分解

EN1122('01)

乾燥・灰化・酸溶解
非破壊分析

底質調査方法マニュアル
（環境省）

樹脂

酸による湿式分解
燃焼ー金アマルガム捕集法
燃焼ー過マンガン酸カリウム捕集法
マイクロ波分解法
非破壊

酸による湿式分解

EPA SW-846,3050B

誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）
誘導結合プラズマ分光法（ICP）

還元気化原子吸光法
還元気化誘導プラズマ分光法（ICP-AES)

誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）
誘導結合プラズマ分光法（ICP）

樹脂

溶出試験
煮沸抽出
酸抽出
炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ/炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ抽出

全臭素

樹脂

非破壊

燃焼ー吸収液捕集
ﾎﾟﾘ臭素化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ 樹脂
（PBB）
ﾎﾟﾘ臭素化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰ
ﾃﾙ（ＰBDE）

直接法

抽出法
ソックスレー抽出法
その他の高速抽出法

環境庁告示第13号
JIS H8625
環境省告示第18号（H15）
環境省告示第19号（H15）

ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法
ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ/ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法

定量域（液中）
100 ppm

ハンドヘルド型では、線源として
ｱｲｿﾄｰﾌﾟ線源が多い。
小型のＸ線管が利用できると適用
範囲が拡大

ppb〜ppt
ppm〜ppb
ppm
ppm〜ppb
100 ppm

JIS K0102
ISO3856-4('84)
JIS K0102
JIS K0102

ppb〜ppt
ppm〜ppb
ppm
ppm〜ppb

JIS K0102

ppm〜ppb

100 ppm

蛍光X線分析法（XRF）
１） 波長分散型
２） エネルギー分散型（含；SEM/EDX
３） ハンドヘルド型

原子吸光分析法（AAS）
1) フレームAAS
２） 電気加熱AAS
六価クロム

JIS K0102
EPA SW-846, 6010B
JIS K0102
JIS K0102、 K0121

グロー放電発光分光分析法
蛍光X線分析法（XRF）
１） 波長分散型
２） エネルギー分散型（含；SEM/EDX
３） ハンドヘルド型

原子吸光分析法（AAS）
1) フレームAAS
２） 電気加熱AAS
溶出ボルタンメトリー
グロー放電発光分光分析法
蛍光X線分析法（XRF）
１） 波長分散型
２） エネルギー分散型（含；SEM/EDX
３） ハンドヘルド型

塗膜
樹脂

備考
参照規格

JIS K0102
EPA SW-846, 6010B
JIS K0102
JIS K0102、 K0121

ppb〜ppt
ppm〜ppb

JIS K0102、 K0121
EPA 218.6

ppm

スクリーニングとして利用
閾値以上検出されたら六価ｸﾛﾑを分析

ppm

蛍光X線分析法（XRF）
１） 波長分散型
２） エネルギー分散型（含；SEM/EDX
３） ハンドヘルド型
（委員会検討中）

イオンクロマト法

ppm

誘導結合プラズマ分光法（ICP）
プローブ質量分析法

ppm

ガスクロマトグラフ
ガスクロマトグラフ質量分析法
熱分解ガスクロマトグラフ
高速液体クロマトグラフ
フーリエ変換赤外分光光度法
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スクリーニングとして利用

表 1-8 規格で規定されている前処理方法
規 格
EPA Method

番

号

SW-846

タ

イ

ト

ル

Acid Digestion of Sediments, Sludges and Soils

分

解

方

法

硝酸 または 硝酸＋塩酸

Method 3050B
SW-846
Method 6010B

Method 3052

Method 3031
ＢＮ

環境省

Inductivety Copupled Plasma-Atomic Emission
Spectrometry
Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous

硝酸＋過酸化水素水

and Organicaly Based Matrices

又は硝酸+フッ化水素酸でﾏｲｸﾛ波分解

Acid Digestion of Oils for Metals Analysisi by

硫酸＋硝酸

Atomic Absorption or ICP Spectroscopy

必要に応じ 硝酸＋過酸化水素水を追加

EN 1122A

硫酸＋過酸化水素水＋硝酸

EN 1122Ｂ

硫酸＋過酸化水素水

告示第 13 号

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法

（Ｓ48 年）
底質調査方法

底質調査方法

（Ｈ13 年）
告示第 18 号

土壌汚染状況調査の測定方法に関する告示

溶液の測定方法で JIS K0102 を採用

土壌含有量調査にかかわる測定方法を定める告示

Cd,Hg,Pb;塩酸溶出、

（Ｈ15 年）
告示第 19 号
（Ｈ15 年）

Ｃｒ（Ⅵ）；炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ＋炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ
溶液で抽出

１−３ 将来規制対象となる物質とその分析法

将来、新たに規制の対象となる可能性を持つ物質について言及するのは困難であるが、各規
制検討の中で、
「今後、〜年以内に禁止すべき」とか「現在規制されている物質と同等の有害性」
を持つと言われているものは、将来規制される可能性があるといえよう。ここでは、これらの
物質について紹介する。
１）RoHS 指令：NIKKEI ELECTRONICS 2004.9.13 号には以下のように記載している。
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2004 年 6 月に欧州で開催された実装関係の国際学会で、ビスマスＢｉの危険性が議
論された。又、欧州の機器メーカーと各国の法律立案・策定に携る実務担当者が６種の
有害物質以外のものもさまざまな理由から「規制対象にすべき」との意見交換をしてい
る。これらの欧州での議論を耳にした国内の機器メーカーがその動向を注目している物
質が、Bi(ビスマス)、In（インジウム）
、 As（砒素）
、 Sb（アンチモン）
、 Cl（塩素）
りん系難燃剤の６物質である。
２）ＥＵの水環境政策：2000 年に欧州議会および理事会が欧州委員会へ「今後 20 年間以内に
水環境への排出を中止すべき“有害物質の規制優先順位”
」を設定するように要請した。それを
受けて、2001 年に欧州委員会は、欧州議会が採択した“水環境枠組み規制（ＷＦＤ）原案”と
整合性がとれるように修正提案を行なった。その中で、32 の物質又は物質類が水環境枠組み規
制における“規制優先物質”として提案され、その中で１１物質を“優先有害物質”
、更に１１
物質を“検討を要する優先物質”とした。
“優先有害物質”としての最終決定は本規制発効後４
年以内を目処に“優先有害物質”リストの訂正版として提案されることになっている。残りの
10 物質は現状得られる最善の知見によって“有毒性、難分解性（残留性）及び生体蓄積性”を
有すること、又は、
“相応の有害性”を引き起こすという基準を満たすとはいえないので、
“優
先有害物質”には指定していない。しかしながら、これらの物質は危険な物質であり、ＰＯＰ
ｓとして国際的に認知されているよりはるかに低い閾値で影響を及ぼすものであるということ
に留意する必要がある。したがって、これらの 10 物質または物質類は、水環境枠組規制に従
って、排出規制と品質基準の対象となる。

規制優先物質

優先有害物質

11 物質（類）

検討を有する優先物質

11 物質（類）

指定外規制物質

10 物質（類）

これらの物質及び物質類を表 1-9 から表 1-11 に示す。

表 1-9 優先有害物質（欧州委員会 COM2001_0017）
物

質

ＣＡＳ ＮＯ．

臭化ジフェニルエーテル

用

途

合成中間体、安定剤、酸化・劣化防止剤

ペンタブロモジフェニルエーテル
カドミウム

7440-43-9

顔料、塗料、安定剤、酸化・劣化防止剤、合成中間体、
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ニッケル・カドミ電池、合金
炭素数 10-13 の塩素化アルカン

85535-84-8 金属処理剤、難燃剤、焼却プロセス等の非意図的副生成物

ヘキサクロロベンゼン(HCB)

118-74-1

サ駐在、防カビ剤、防汚剤、合成中間体、非意図的副生成物

ヘキサクロロブタジエン

87-68-3

農薬全般（含：中間体）、合成中間体、非意図的副生製物

ヘキサクロロシクロヘキサン(BHC)

608-73-1

殺虫剤、防虫剤

水銀

7439-97-6

医薬、医薬中間体、合成中間体、触媒、理化学機械用、
乾電池、アマルガム、蛍光灯

ノニルフェノール

25154-52-3 界面活性剤、洗剤、殺菌剤、防カビ剤、防汚剤、殺虫剤、
防虫剤、合成樹脂、合成中間体、安定剤、酸化・劣化防止剤、
油性ワニス、ゴム助剤

多環芳香族炭化水素（PAHs)
ベンゾ（ａ）ピレン

金属処理剤、木材処理剤、非意図的副生成物
50-32-8

ｂｅｎｎｚｏ（ｂ）フルオランテン

205-99-2

ベンゾ（ｇ，ｈ，ｉ）ペリレン

191-24-2

ベンゾ（ｋ）フルオランテン

207-08-9

フルオランテン

206-44-0

インデノ（1.2.3-ｃｄ）ピレン

193-39-5

ペンタクロロベンゼン

608-93-5

非意図的副生成物

トリブチル錫化合物

688-73-3

船舶の防汚塗料、還元剤、合成中間体

表 1-10 規制検討を要する優先物質（欧州委員会 COM2001_0017）
物

質

ＣＡＳ ＮＯ．

用

途

アントラセン

120-12-7

合成中間体、焼却による非意図的副生成物

アトラジン

1912-24-9

除草剤

クロルピリホス

2921-88-2

殺虫剤、防虫剤

フタル酸ジエチルヘキシルＤＥＨＰ

117-81-7

可塑剤

エンドスルファン

115-29-7

殺虫剤、防虫剤

鉛

7439-92-1

合成中間体、合金、セラミックス、電池

ナフタレン

91-20-3

火薬、爆薬、顔料、塗料、溶剤、洗浄液、殺虫剤、防虫剤、
安定剤、酸化・劣化防止剤、焼却による非意図的副生成物

オクチルフェノール類

1806-26-4

工業用洗剤、化学工業の中間生成物
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ペンタクロロフェノール

87-86-5

殺虫剤、防虫剤、農薬全般（含：中間体）

トリクロロベンゼン

12002-48-1 合成中間体、プロセス溶剤

トリフルラリン

1582-09-8

除草剤

表 1-11 有毒性・難分解性（残留性）
・生体蓄積性を有する物質または相当物質
（欧州委員会 COM2001_0017）
物

質

アラクロール

ＣＡＳ ＮＯ．

用

途

15972-60-8 除草剤

ベンゼン

71-43-2

溶剤、洗浄剤、合成中間体

クロルフェンビンホス

470-90-6

殺虫剤、防虫剤

ジクロロメタン

1975/9/2

インキ、溶剤、洗浄剤、剥離剤、噴射剤、化学合成原料、
冷媒、ウレタン発泡剤

1.2-ジクロロエタン

107-06-2

化学合成原料、溶剤、洗浄剤、殺虫剤、防虫剤、医薬、
医薬中間体、イオン交換樹脂、燻蒸剤

ジウロン

330-54-1

イソプロツロン

34123-59-6 除草剤

ニッケル

7440-02-0

触媒、貨幣、家具、実験器具、メッキ、ニッケル鋼、
ニッケルクロム鋼、電熱線、電気通信機器、漂白

シマジン

122-34-9

除草剤

クロロホルム

67-66-3

溶剤、洗浄剤、医薬、医薬中間体、合成中間体、冷媒

３）

グリーン調達で使用・含有の有無を確認している物質

わが国のグリーン調達共通化協議会 JGPSSI（加盟社数は５０社を超える）が RoHS 対策
の一環として自主的な調査対象物質としてレベルＡ（対象物への含有を禁止する物質として１
５物質）とレベルＢ（仕様実態を調査する物質として１４物質）に分けて 29 物質を定めた。
（表
1-12 及び表 1-13）これらの物質も今後、規制対象物質になる可能性はある。

表 1-12 グリーン調達共通化協議会が自主的な調査対象と定めた物質
レベルＡ；対象品への含有を禁止する物質
No.

大分類

化

学

物
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質

ＣＡＳ Ｎｏ．

関 連 法 規 制 等

カドミウム及びその化合物

7440-43-9

ＥＵ指令（RoHS、ＥＬＶ，包装、他）

1
独化学品規則、米（州法）包装重金属
六価クロム及びその化合物

複数個

ＥＵ指令（RoHS、ＥＬＶ，包装、他）

2
米 TSCA、米（州法）包装重金属
鉛及びその化合物

7439-92-1

ＥＵ指令（RoHS、ＥＬＶ，包装、他）

3
金属及び

独化学品規則、米（州法）包装重金属
水銀及びその化合物

7439-97-6

ＥＵ指令（RoHS、ＥＬＶ，包装、他）

4
金属化合物
5

独化学品規則、米（州法）包装重金属
トリ（ブチル錫）オキシド ＴＢＴＯ

56-35-9

化審法、独化学品規則

トリブチルスズ類 ＴＢＴｓ

複数個

化審法、独化学品規則

6
トリフェニルスズ類 ＴＰＴｓ
7

ポリ臭化ビフェニール（ＰＢＢｓ）

36355-01-8

ＥＵ指令（RoHS）, 独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令

8

ポリ臭化ジフェニールエーテル（ＰＢＤＥｓ）

複数個

ＥＵ指令（RoHS）, 独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令

ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢｓ）

1336-36-3

化審法、水濁法、ＥＵ指令、独化学品

9
ハロゲン系
10

有機化合物

11

規則
ポリ塩化ナフタレン （塩素数＞３）

複数個

化審法

単鎖型塩素化パラフィン

複数個

独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令

アスベスト類

1332-21-4

大防法、安衛法、ＥＵ指令、独化学品

12
規則、米国規制
13

その他

アゾ染料・顔料

複数個

オゾン層破壊物質（特定ﾌﾛﾝ、特定ﾊﾛﾝ、臭化ﾒﾁ 74-83-9
14

ﾙ、1.1.1 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、四塩化炭素）

独化学品規則
ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ議定書、ＥＵ指令

71-55-6
56-23-5

15

放射性物質（U, Pu, Rn, Am, Th,Ce,Sr)

複数個

太字は現在のＲｏＨＳ指令対象物質

表 1-13 グリーン調達共通化協議会が自主的な調査対象と定めた物質
レベルＢ；意図的使用を制限するものではないが、使用実態を把握する物質
No.

大分類

化

学

物

質

ＣＡＳ Ｎｏ．

16

アンチモン及びその化合物

7440-36-0

17

ヒ素及びその化合物

7440-38-2
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核原料・核燃料・原子炉

18

金属及び

ベリリウム及びその化合物

7440-41-7

19

金属化合物

ビスマス及びその化合物

7440-69-9

20

ニッケル及びその化合物

1313-99-1

21

セレン及びその化合物

7782-49-2

22

マグネシウム

7439-95-4

23

ハロゲン系

臭素系難燃剤

複数個

24

有機化合物

ポリ塩化ビニル（ＰＣＶ）

9002-86-2

25

その他

フタル酸エステル

84-74-2

銅及びその化合物

7440-50-8

金及びその化合物

7440-57-5

28

パラジウム及びその化合物

7440-05-3

29

銀及びその化合物

7440-22-4

26
27

貴金属類

新規規制物質の分析方法について
これらの物質は既に何らかの規制が実施されており、状況は現在の RoHS 指令で対象となっ
た物質の分析方法と大きな差異は生じないと思われる。これらについては、前節で述べたので
省略する。

36

第2章

計測･分析技術の開発課題と将来展望

第 1 章にあるように今後も様々な社会規制が実施されることになるが、第 2 章ではこれらの
規制を促す基本的な考えかたを踏まえて、これらの規制の実効性を確保するための計測・分析
技術について展望する。なお、規制としては、一連の EU 規制を念頭においた。

２−１ 欧州規制からみた計測、分析技術への要請
２−１−１．欧州規制の底流
欧州規制については、マスコミの取り上げ方等がセンセーショナルな為に急にこのよう
な規制がされるようになったとの印象もあるが、実際には欧州、特に旧 EC 諸国を中心と
して冷戦の時代から 1 つの理念として存在している。ただ、日本から欧州を貿易上の相手
としてみた場合には、アメリカに比べて、輸出輸入量共に少なく、地域的に遠いこともあ
って、話題として取り上げられることが無かっただけである。EU のもたらず環境規制に
ついての現状と今後について考える場合には、1970 年のローマクラブのレポートが出発点
となる。
１９７０年にローマクラブが「成長の限界」というレポートを上梓し、資源は有限であ
って、このまま経済成長が続くと資源が枯渇し、エネルギーの消費が増えると地球の温暖
化の可能性があることを指摘した。この「人類の危機」レポートという大げさな題名を掲
げた研究レポートは必ずしも環境だけに注目したものではないが、当時の楽観的な未来学
者の説に対して世界モデルを開発し、定式化を図って、コンピュータで計算するという方
法で、2000 年における炭酸ガス濃度の増加の予測や資源の枯渇の状況が示されている。当
時は第 1 次のオイルショックから第 2 次のオイルショックの時期で、このレポートに対し
ては環境の視点よりもエネルギーや資源の視点から注目された。
しかし、このレポートが、いみじくも述べているように、環境の問題は根っこで資源や
エネルギーの問題と繋がっている。このレポートが出てから十数年は、特に日本で高度成
長が続き、このレポートの警告については忘れ去られた感もあった。 しかし、ローマク
ラブのレポートの示され見解は、20 年を経て地球の温暖化対策としての炭酸ガス排出量の
削減が決められた京都議定書へと繋がっていくのである。
EU 規制についてそのベースとなっている考え方は現在では広く環境問題についての普
遍的な理念の一つとなっている。もちろん、EU の特徴としてまず，理念が先行し、その
あとで、
現実的な対応を模索するということがあるにしても、
米国をはじめとする他の国，
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地域においても同様である。現在のトレンドは以下のように纏められる。

１） 消費型社会から循環型社会へ
資源やエネルギーが有限であり、これらの枯渇は人類そのものの存続の危機となるとい
うことがベースとなり、アメリカ型の大量消費社会への疑問とともに、その対案として循
環型社会が提唱された。この考え方は既に、言葉のうえでは人工に膾炙してきているが、
現状は循環型社会への移行はまだ入口である。
２） 地域限定から地球規模に
公害と言われた水俣病やイタイイタイ病、カネミ油症等は特定の地域で発生し、原因物
質が特定されていたのに対して、環境問題として取り上げられている内容は地域も限定で
きず、発生源も確定できないようなものである。表２−１に公害問題と環境問題について
の比較を示した。
表 2−1 公害問題と環境問題についての比較

公 害 問 題

地域

環 境 問 題

限定されている

地球規模に拡がりを持つ、但
し分布をもつ

加害者

特定できる（工場等）

不特定多数、市民

被害

比較的明確

特定の人・場所が受ける被害
は小さい。
被害は未来におこる。

有害物質

特定できる。

候補となる物質が多数で特
定し難い。

危険度

物質 固有の健 康に対する

確率でしか表現できない

毒性

毒性×暴露量→リスク評価
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原因となる物質の特定が難しく、また多数の危険な要因が存在することがわかるにつれ
て、実質的に有害な要因はなにかを見極めることが必要になっている。また公害問題では
原因物質の有害性について考慮すればすんだが、環境問題となると有害性と暴露量（どれ
だけ有害物質に触れたか）を考慮したリスクとして捉えていくことが必要となる。

３） 人工的に生成された物質すべてについて有害性を疑う方向へ
自然に存在する金属や酸化物等についての有害性は昔から毒物として認識されてきたの
に対して、20 世紀の前半から生成された多数の人口物質については、その毒性については
わからないことが多い。この人工生成物質に対しても人間を含めた環境への影響をきちん
と調べておくべきだというのが、EU が次に規制をかける REACH の思想である。特に人
間に対する有害性については物質そのもののもつ性質とともに、その物質にどれだけ触れ
る(晒される)かにより、現実の危険性は大きく異なる。理念としての有害性の議論だけで
なく、現実的なリスク概念を基にした議論をする方向にこれからは進むと思われる。

４） 計測・分析技術への要請
このようなトレンドと理念を基に立案されてくる規制では、WEEE/RoHS 規制のよう
に、現実の計測・分析技術の通念を越えたところで規制値が決まる可能性がある。
規制の範囲が拡がり含有物質量について、成分分析といわれる％オーダーの量の計測
から、ｐｐｂ、ｐｐｔオーダーの量の計測まで必要となるが、この計測法は物理計測で
はなく、分析機器による化学計測で行なわれる。化学計測の特徴は
①

相対値しか得られない。
絶対値を得るためには例えば標準試料により検量線を求める等の方法が必要

②

スペクトルのピークの高さ・あるいは面積と対象とする化学物質の含有量とが
比例する範囲が狭い。

③

このため化学分析ではこのような絶対量をもとめるための方法は定量分析法
と呼ばれるが、定量分析では事前に測定値から量の推定が可能なように予め試
料の濃度を調整する。このような操作を前処理という。

④

サンプルの採取から計測値の確定まで精密な分析には 1 週間，2 週間といった
長い時間を必要とする。

これに対して実際に規制が施行されると、多数の試料について短時間に低コストで結果が出
る必要に迫られる。多数の試料中の含有物質について、
「短時間で低コストの計測」が必要とな
る。現在、このような要求を満たす分析機器は単独では存在しないので、複数の機器を使い分
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けられる化学計測システムを構築することが必要となる。また短時間で低コストの測定法につ
いての開発が急務となる。

２−１−２．規制の施行の実効性を確保するための仕組み−規制、規格、認証の関係−
施行された規則は決められた規制値を遵守することで実効性が確保できる。このためには、
規制値を越えないことを測定することによって示す必要がある。また企業間の取引では、計測
値について供給側が保証することが必要になる。
このような要求をみたす仕組みとしては規制とともに規格，認証についての仕組みが整うこ
とが必要となる。
１） 規制の規則と規制値
例えば、有害な含有物質の含有量をきめるのが法律である。規制値の値は法律で決め、
この値を計測する方法は直接的には決めないで、どの規格を使用した計測値を採用するか
を決める。法律で決められた規制値が守られない場合の罰則規定があるかないかにより法
律の有効性は異なる。世界一厳しい規制値を持つ法律があるとしても、罰則規定がなけれ
ば、効果があるとは，思えない。先進国を追いかける国々の規制にはこのようなものがあ
る。
２） 測定の方法を規定する規格
測定方法については，日本では JIS 規格、世界的には ISO や IEC の規格として制定す
る。この規格の制定は専門家が行なうことになる。
分析法の場合には、通常、規格のほとんどが微量の定量分析である。このため、RoHS
で規制される 0．1％からｐｐｍの範囲の規格は今まであまり制定されていない。このため
RoHS 規制の発効日である 2006 年 7 月 31 日までに、対応する規格を制定することが必要
である。

３） 測定値の精度と信頼性を保証する
実際の計測では規格が示す方法を基に試料の形態等に応じて詳細は分析手順を決めて測
定を行う必要がある。このためには SOP(Standard Operation procedure)と呼ばれる標準
的な操作手順をきめて測定を行なうこととなる。このため、規格で決められた方法で計測
をしたとしても得られた結果の信憑性については、別の手段で保証する必要がある。
このための方法として ISO１７０２５のような認証機関で測定を行なうことがある。この
方法を第 3 者認定という。しかし、品質保証をこの方法で行なうとコスト増となることか
ら自己認証により測定値を保証するのが現実的である。
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２−１−３．計測、分析技術への要請−化学計測を基礎とする規格の必要性
欧州規制をはじめとする化学物質を対象とする規制では、化学物質の量を正確に計測す
る必要があるが、この計測法では分析機器を使用した測定が中心となる。このため複数の
分析法を組み合わせた計測分析システムが必要となる。
このような複数の分析機器を使用して計測値の信頼性を確保することは今までなかった
ために新しく規格を制定する必要が出てきた。
第 1 はデシジョンツリーを含んだ計測分析システムの規格である。規格の作成にあたっ
ては目的に応じて、複数の分析法を選択し、その特徴を考慮して、必要な分析法の役割に
ついて定義をし、測定の手順を決めることが必要がある。
第２はスクリーニング検査用の規格である。計測分析システムにはスクリーニング検査
用の分析法として非破壊で前処理が不要、試料測定後にも試料が使用可能という分析法が
求められる。このような分析法の中には今まで「分析化学の世界では定量分析が出来ない
分析法」として認識されてきたものもある。規制で決まる基準値（閾値）の値は必ずしも
定量分析をする範囲の量ではないので、検査用の規格については、従来の試験法とは異な
る視点から規格を作成することが必要となる。

２−２ 正確で精密な分析法（基準法）での評価の問題点と簡易分析法の要請

前章までに、今後予想される環境問題に関する社会的規制に伴う分析ニーズの変化について
は十分議論されてきたが、この中で①規格の必要な分野の増大、②必要な分析数の増大、の二
つの問題に関してもう一度議論してみよう。すなわち、WEEE/RoHS 型規制においては、生産
者は、製品の安全性を対外的に保障するために、規格に沿った分析法を用いて製品を評価する
必要が生じてきた。すなわち、これまで各生産者にまかされていた品質管理の方法にまで、い
わゆる公定法の導入が必要になることを意味する。言い替えれば、品質管理がこれまで以上に
トレーサブルな体系の中に組み込まれることになる。またそのために、まず②の問題が必然的
に生じることは言うまでもない。
②は生産コストに直接影響するため、
①と②の調和をはかり、
許容できる範囲で両立させることが今後の生産者の大きな課題となる。
そのための方策として、
安価で、迅速なスクリーニング法の利用と基準法によるそのバックアップが今後益々重要とな
ると考えられる。ここでは、基準法とスクリーニング法の２つについて、技術的な観点から現
状の問題点と将来について論じる。
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１．基準法の現状と問題点

表２−２は IEC の ad hoc Working グループにより検討中の RoHS に対応するための分析規
格の原案である。これからわかるように、基準法としてあげられている方法は、GC/MS、
ICP-AES などのいわゆるラボ用分析機器を用いた化学分析である。これはダイオキシン規制に
おける GC/MS に基づいた方法など、従来型の環境規制で用いられてきた方法と、その性格に
おいて基本的に共通である。したがって、ここではラボ用分析機器を用いて各種規制に対応す
る場合の問題点と将来像を論じる。
表２−２ RoHS 規制対応のための基準分析法の候補（IEC）

Analytical technique
definition (incl.
typical margins of
errors)

１）

Substance

Plastic

Metals

Electronics
(PWBs/Components)

PBB/PBDE

HPLC/UV
GC/MS
FT-IR
EDXRF (total Br)

NA

HPLC/UV
GC/MS
FT-IR
EDXRF (total Br)

Cr VI

-

Diphenylcarbazide
method
EDXRF (total Cr)
AAS (total Cr)
ICP-AES (OES)
(total Cr)

-

Hg

EDXRF
CV AAS

CV AAS
AFS

CV AAS
AFS

Pb/Cd

ICP-AES (-OES)
AAS
ICP-MS
EDXRF

ICP-AES (-OES)
AAS
ICP-MS
EDXRF

ICP-AES (-OES)
AAS
ICP-MS
EDXRF

技術的に困難な課題

基準法の技術的な問題点を、RoHS規制の表２−２を例にとって議論してみる。このRoHS
規制に関してはHomogenous Materialの定義などから派生する種々の問題を除いても、純粋に
分析化学的観点から、技術的に極めて困難な課題が含まれている。すなわちPBB/PBDEの分析、
CrVIの分析などである。前者は、合理的な前処理法は確立されていないと考えられる。また、
後者に関しても、学問的な見地から見れば、Crの価数を変えずに溶液試料とする信頼すべき前
処理法はないと考えられる。一方、不可能とは言えなくとも、その分析には多大な労力と高い
技術を必要とするものもある。RoHSで言えば、他の物質（Hg, Cd, Pb）の分析であり、その
他の例を考えれば、ダイオキシンの分析などがそれに当てはまる。これらは、主として前処理
に熟練と長時間の様々なプロセスを要し、さらに最終的には高性能の分析機器による測定が必
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要とされる。分析法の裏づけの伴わない規制は実効性を持ち得ない、とも言えるが、むしろ新
たな装置や方法の開発により、規制の精神が生かされる環境を作り上げることが分析機器メー
カーの責務とも考えられる。
技術的に困難な問題が、RoHS 規制の場合、化学的な前処理技術に集中していることは注目
される。これも代表的な他の環境分析であるダイオキシン分析あるいは他のＶＯＣs やＰＯＰs
分析などと同様である。すなわち、まず分析すべき試料が固体であることが多いため、固体試
料を溶液に、あるいは固体試料から分析種を効率よく抽出する操作が必要となる。さらにその
中には通常分析種以外にも多くの物質が含まれていることから、それらの成分（マトリックス）
を除去し、さらに分析種を濃縮する操作が必要な場合が多い。このような化学的な前処理操作
は、場合によっては１週間以上に及ぶことがある。これはダイオキシン分析の価格が当初３０
万円/件にも及んだ理由である。この負担は、基準法の使用頻度が低いとはいえ、中小の生産者
にとっては耐え難い負担となることも予想される。すなわち、
「前処理法の開発」が、非常に大
きな課題として取り組まれなければならない。この前処理方法の開発は、最近状況は変わりつ
つあるものの、特に日本では、分析機器メーカーというよりも、そのための装置開発も含めて
むしろユーザーあるいは研究機関に任されていたのが現状である。今後、分析機器産業は、こ
の分野で活発な研究開発投資を行うことが望まれる。この問題に関してはさらに後に論じる。
一方、機器の性能に関しては、微量金属元素分析におけるＩＣＰ−ＡＥＳやＩＣＰ−ＭＳのよ
うに、かなりの高性能をすでに達成し、前処理さえ適切であれば、一部特別な例を除いて対応
可能な分析性能をすでに確保している分析装置もある。これらの装置に関して、特に研究用の
装置をのぞいては、むしろ Robustness や操作性の改善、また後に詳しく論じるが、前処理装
置との結合などが装置開発の主眼となると考えられる。一方、最近、発展の著しい質量分析計
などに関しては、装置性能が必要な前処理の程度を規定している事が多く、さらに今後の性能
改善が望まれる。また、GC/MS、LC/MS などの装置に関して、前段の分離分析装置の改善に
ついても、現在でも多くの研究課題を残している。

２）

認証標準物質の整備と分析者の質の向上

現在の基準法の問題点の一つに、上記のような技術的問題点以外に、各測定をトレーサブル
なものとするために必要な標準物質の問題があげられる。ここでも RoHS 規制を例にとって議
論する。前述の IEC の ad hoc ワーキンググループなどにおいても、上記標準物質の必要性は
強く認識されている。表２−３は現在、RoHS 規制対応のために使用できると思われる標準物
質のリストであるが、極めて不十分であり、現在、各機関でその開発が進められている。日本
も例外ではなく、本年度、緊急に経産省で予算措置がとられ、NMIJ（産総研）を中心にその
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開発が進められる予定である。この標準物質は、分析値の信頼性の確保に当たっては必須の問
題であり、日本も積極的に取り組む必要がある。一方、いわゆる国家機関がその整備に関して
責任を持つことを義務付けられている認証標準物質により対応できる分野は限りがあることも
また当然と考えられる。そのため、実質的な標準物質として機能しうるワーキング標準物質の
整備、およびそのトレーサビリティ体系への取り込み、に関するシステムの整備も今後必要に
なると考えられる。
一方、分析者の質の問題も重要な課題である。これまで品質管理の担当者は、しばしば物理
的な項目に関する評価には慣れているものの、化学的な分析には慣れていない担当者も多いと
考えられる。しかし、今後、化学的な評価が益々重要となると考えられるため、その SOP の
整備も含めた教育体制の確立も必須と考えられる。さらに、前項に戻るが、前処理法の簡易化、
迅速化は担当者の負担を直接的に減らすことにもなり、そのためにも前処理法の開発が強く望
まれる。以上の問題に関しては、第３章でさらに詳しく論じる。

表 2−３ RoHS 規制対応のために使用できる標準試料の候補
Element / substance

CRM

Comment

PBBs / PBDEs

Not available

BAM: Round robin test (final report expected at the
end of 2004)
ABS, PS with OctaBDE; PUR foam, epoxy
resin with PentaBDE

Total Br

BCR-680, BCR-681

Plastics packaging and packaging material; certification of mass
fractions of As, Br, Cd, Cl, Cr, Hg, Pb and S in polyethylene

Cr VI

BAM-S004

Glass for cosmetics; certification of mass fractions of hexavalent
chromium and of total chromium in glass

Total Cr

BCR-680, BCR-681
BAM-S004

See above (Comment, Total Br)
See above (Comment, Cr VI)

Hg

BCR-680, BCR-681

See above (Comment, Total Br)

Pb

BCR-680, BCR-681
BCR-126A

See above (Comment, Total Br)
Certification of a lead glass

Cd

BCR-680, BCR-681
VDA-001 to VDA-004

See above (Comment, Total Br)
Association of German Automobile Manufacturers; Certification
for cadmium in polyethylene
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２．将来の基準法に必要な技術開発

基準法は、高い真度と精度を求められる方法であり、まず、それを満たすことが何よりも重
要となる。しかし、一方で、現場でのスクリーニング法のバックアップに用いられる方法であ
ることを考えれば、簡単、迅速、低コストであることも望ましい条件である。さらに、分析と
言えども環境破壊や汚染につながることは受け入れがたくなってきている状況で、
リサイクル、
リユース、レデュースという３R も重要な方向性として上げられる。すなわち、これらをみた
す完成度の高い方法が求められることになる。前述のように、現在、この基準法の開発におけ
る最も重要な技術的課題は「前処理」である。前処理を一般的に論じることの難しさは、前処
理方法が各分析種あるいは各試料によって異なることが多く、それぞれ特殊な方法を要求され
ることが多いことがあげられる。従って、特殊な目的のためによい前処理装置を開発しても、
そのマーケットは小さく、企業としてはペイせず、前処理技術はユーザーの手に任されること
が多くなってしまう。しかし、社会的規制はむしろ同様なニーズをもつ分析者の数を増やすた
め、前処理方法の開発にかけられるコストを増やす方向に働くと考えられる。従って、これま
で、無関心であった企業の参入が大いに期待される分野と考えられる。ここでは、まず、現在
応用がすすんでいる一般的な前処理技術についての開発課題と将来展望について論じる。

１）前処理法における開発課題

（A）分解・抽出技術
これは前処理の中で最も重要かつ普遍的な技術であり、また最も熟練ならびに時間を要する
段階でもある。現在は、無機微量分析に関しては、ホットプレート上でのPTFEあるいはガラ
スビーカーを用いた酸分解、有機微量分析に関してはソックスレー抽出法（図２−１）がその
基礎となり、その変法としての電子レンジを用いた酸分解法あるいは溶媒抽出などが試みられ
ている。また、有機微量分析に関しては、CO2の超臨界流体を利用した抽出や高温・高圧抽出
などの手法も試みられている。これらの技術は、前処理過程を簡略化するのに大きな効果があ
ると考えられる。
特に、近年、装置化がすすんでいるのはマイクロ波を利用する分解装置、すなわち電子レン
ジの発展版であり種々の目的に使用されている。たとえば、外国企業から、無機成分の分析用
の密閉タイプマイクロ波式湿式分解装置、エバポレーション・濃縮装置、タンパク質などの加
水分解装置、プラスチック製品などの灰化装置、また有機微量分析用溶媒抽出装置など、様々
な装置が市販されている。このようにマイクロ波を用いた分解装置は、今後、様々な分野で大
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きな市場が見込めると考えられる。
超臨界抽出法も、今後、さらに発展することが期待される方法である。本法は、すでに実用
化されて２０年近くなるが、今後さらに有害な有機溶媒の使用が強く規制されることが予想さ
れるため、有機溶媒を使用しない本法の利用は、今後、改めて見直される可能性があり、基礎
的な研究および装置開発が期待される。

図２−１ ソックスレー検出器

これらを整理すると表２−４のようになる。この項での必要条件は、本操作に続く分離・濃
縮技術や検出技術に大きく依存している。すなわち、本操作に続く分離や検出に必要な試料の
絶対量などにより、本操作のスケールや要する時間などが規定される。特に、溶媒抽出は、液
−液での物質移動が遅く、この部分がボトルネックになっている。したがって、後述する分離・
検出技術の高性能化が、本操作の簡易化につながることは言うまでもない。一方、前述のよう
に、この分解・抽出技術の問題点として、試料により実験条件が大きく異なることが上げられ
る。すなわち、分解を例にとると、比較的分解しやすい試料から難分解性のセラミック試料ま
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で、その実験条件や要する時間が大きく異なり、これに関しては、これまで実験者のノウハウ
に頼る面が大きかった。この問題に関しては、分解・抽出装置に大きなフレキシビリティーが
要求されることを意味している。また、高性能の分解抽出・装置の開発と同時に、実験条件に
関するソフトの開発と蓄積とその共有、
すなわち、
データベース化が極めて重要と考えられる。
また、現在の装置は、分解・抽出試料をマニュアル操作で取り出して、次の分析操作を行っ
ているが、今後は、ロボット化（ラボオートメーション（LA）
）
、オンライン化も求められるも
のと考えられる。過去においても、個別の操作と装置をつなぐラボオートメーション(LA)で次
のクリーンアップ、分解・濃縮から検出までを自動化する取り組みが試みられた。しかし、過
去の LA の試みはフレキシビリティーに乏しく化学分析の現場ではあまり一般化しなかった。
従って、まず、今後の分解・抽出装置においては、実験条件におけるフレキシビリティーが確
保されなければならない。さらに、本操作に続く分離・検出法が許容し、また試料の代表性を
失わない範囲での試料の微小化に関する研究が必要と思われる。これは分析操作の高速化の達
成、また３R を達成するために有害試薬使用を最小限とするための方策としても大きな効果を
持つと考えられ、今後の大きな開発研究課題と考えられる。また、分析のオートメーション化
の方策として、ロボット型（或いはＬＡ型）も考えられるが、バッチ操作を連続操作として考
え直す試み、たとえば、フロー型の TAS（総合分析システム）開発などは新しい課題といえる。
表２−４ 分解・抽出技術における開発課題

既存技術
酸分解

溶媒抽出

加水分解

ホットプレート加熱
電子レンジ加熱
密閉型マイクロ波湿式分解
エバポレーション・濃縮
灰化
ソックスレー抽出
マイクロ波加熱抽出
超音波抽出
超臨界流体抽出
高温・高圧抽出
マイクロ波加熱加水分解

用途
無機成分
無機・有機
無機・有機
無機
無機・有機
有機
有機
有機
有機
有機
タンパクなど

問題点
時間・廃液
廃液

時間・廃液
装置
廃液
高圧・装置
高圧・装置
廃液

装置
簡単
簡単
複雑
複雑
複雑
簡単
複雑
簡単
複雑
複雑
複雑

研究要素
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

（B）クリーンアップと濃縮技術
この分野は、むしろ古くから分析化学の分野で多くの研究がなされており、様々な基本的概
念がすでに提案されている。しかし、まだ、
「分析のボトルネック」といってもよいと思われる
ほど問題が山積しており、今後の研究開発がさらに必要とされる分野である。また、前述した
が、分析における有害試薬の利用を厳しく制限する動きが顕著なことから、これまで本分野の
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重要な技術の一つであった溶媒抽出法の利用が、将来的には益々限られていくと考えられる。
その代替法として、近年、大きく進展している方法は固相抽出法（図２−２）であり、そのオ
ンラインでの利用も含めて、今後もさらにこの利用は広がっていくものと考えられる。現在の
固相抽出法は、基本的に固定相と移動相間の液−液分配機構や吸着機構を用いているものが多
い。本法は、今後もこの分野の中心的技術として注目され、今後の技術開発がさらに期待され
る。たとえば、固定相のシリカゲル表面に化学結合した溶媒として機能する部分の改良、例え
ば高分子溶媒そのものの開発や利用、光や温度による溶媒の性質や機能変化を積極的に利用す
るメカニズムの研究などが課題として挙げられる。

図２−２ 固相抽出法

（C）分離
現在の分離技術の中心はクロマトグラフィーおよび電気泳動法であることは論を待たない。
これらの技術の利用は、ほとんどすべての分野のラボ分析で用いられており、その重要性は万
人の認めるところであるが解決すべき問題点も多い。そこで、次にこれらの技術について議論
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する。

i)

ガスクロマトグラフィー（GC）

GC は、中空キャピラリーカラムの開発とその高性能化により、最も完成度の高い分離分析
法として広く利用されている。また、検出器としても、基本的に試料による負荷が小さいため、
質量分析計を始めとして、数多くの感度・選択性に優れた検出手段が使用できる。また、近年
は、多次元の分離を行うシステムの開発などソフト部分での改善も著しい。そのため、検出器
の感度に関しては、特に質量分析計についてはさらに改善が望まれているが、一応、高水準の
性能をもつと考えられる。現在の開発課題は、むしろ、それぞれの分析目的に適した試料導入
法の開発である。すなわち、最終的な GC 分離を行う前段階での試料のクリーンアップと濃縮
を兼ねた導入法である。この目的には、たとえば前述の固相抽出／加熱脱着法や冷却法などが
検討されているがまだまだ不十分と考えられる。また、TG など固体の熱分析装置との結合装
置も重要と考えられる。こうしたオンライン化した試料前処理装置と結合した GC 装置の開発
などが今後の開発課題と考えられる。また、分析時間の短縮は、今後の大きな課題でもある。
GC は一般に高速分離の可能な方法であるが、それでも通常１試料あたり数十分の分離時間を
要する。この問題を物理的な観点から見て最も効率的なアプローチは管径を小さくすること、
すなわち細いカラムを用いることである。そうすると同じ理論段数を得るために必要なカラム
の長さは短くなり、同じ線流速のガス流を用いれば分離の高速化が達成される。これは、原理
的には可能であるが、そのためには現在よりも少ない試料で前処理を行い、精密に試料を扱う
技術の確立が必要となる。このための技術として最も重要と考えられるのは、マイクロ化学チ
ップ技術であり試料前処理、試料導入、および検出部分などへの応用が将来的に期待される。
分離分析の分野でのもう一つの課題は、精密な化学分析を補完するパターン認識（プロファ
イル分析）であろう。スクリーニング法との区別が困難であるが、においの識別などで様々な
分析方法が提案され実用化されてきており、今後、社会規制への対応においても重要な分野に
なると考えられる。

ii)

液体クロマトグラフィー（LC）

高速液体クロマトグラフィーの開発により、LC はラボ分析の中心であり、最も広く用いら
れている方法ではあるが、分離性能、分析速度などに関しては改善すべき点の多い方法と考え
られる。LC の分離モードに関しては、すでに出尽くしている感がある。今後のおもな課題は、
その分離効率の改善と高速化が基本となる。この目的で近年注目を集めている技術は、モノリ
ス型カラムである。シリカベースのモノリスカラムは、日本の田中らにより開発された技術で
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あり、その評価は世界的に高い（文献 1）
。また、有機ポリマーを用いたモノリスカラムも、近
年、活発に研究されており、最近まで報告例が無かったイオン交換モノリスカラムについても
植木らにより報告されている（図２−３）(文献２）
。これらのカラムの特徴は、充填型カラム
に比べて、１）カラム内の流路が一定で拡散が少なく高分解能が得られる、２）背圧が低いた
め高速で溶離液を流せる（高速分離が可能である）
、といった利点があり、１分以内での分離の
可能性が示されている。一方、このような新しい技術以外にも、これまでよりもさらに長いカ
ラムとより高圧の溶離条件を利用して、高い分離能を得る試みもなされている。これは高分解
能が必要な分析には大変有効と考えられる。このように、LC は成熟技術との側面もあるが、
今後の進展が大いに期待される分野であり、分離カラム本体の研究開発に関しても、分析機器
メーカーの寄与が望まれる。
一方、LC の高速化を妨げている本質的な問題は液−液分配の速度である。GC の項で述べた
高速化の原理はここでも有効であり、
管径の小さなカラムの利用は高速化に有利である。
また、
マイクロ化と共に液−液向流クロマトグラフィーなどの新しい発想も必要と思われる。
さらに、
高分離能の達成には、LC-LC、あるいは LC-GC の二次元システムなども、今後さらに装置開
発が必要と考えられる。

図２−３ モノリスカラムによる分離（文献 2）

一方、LC の前処理段階に関しては、GC と同じことが言える。有機分析では試料のクリーン
アップが不可欠であり、
それをオンラインで可能とする前処理装置の開発は特に強く望まれる。
特にマイクロカラムの利用には、前処理装置もマイクロ化する必要があり、マイクロ化学チッ
プの利用が期待される。
また、LC で特に重要な問題として、検出器とのインターフェースがあげられる。特に質量分
析計とのインターフェースは重要である。現在、LC/MS が有力な分析手段として使用されつ
つあるが、まだ多くの問題を抱えている。たとえば、試料導入・イオン化法としてエレクトロ
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スプレーイオン化法がその中心的技術となっているが、一般に、イオン化効率が低く、その結
果として分析感度が低く、さらにそのイオン化効率が共存物質の影響を受けやすい、との問題
がある。従って、イオン化法の研究はさらに分析機器メーカーの大きな研究課題である。また、
インターフェースへの負荷を低減させるという見地からも、マイクロ化した分析システムは大
変優れており、現在、盛んに行われているマイクロチップと質量分析計の結合が実用化される
ことが強く望まれる（図２−４）
。

図２−４ 質量分析計のマイクロインターフェースの例

iii）電気泳動法
本法は、DNA やタンパク質の分析に用いられるスラブ型のゲルを利用する方法など様々な
方法が知られているが、一般の化学物質の分離に用いられる方法としてはキャピラリー電気泳
動法（CE）が代表的な方法である。この方法は、本来はイオン性の物質の分離方法であったが、
寺部が界面活性剤のミセルを利用するミセル動電クロマトグラフィーを開発することにより、
中性分子にまでその適用性が広がっている（文献３）
。この方法の特徴は、高速で極めて高い分
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解能と、また同時にスウィーピングなどの種々の技術により、高倍率の試料濃縮などが可能で
あることである。現状では、試料導入あるいは分離における再現性が一般に低いとされ、使い
やすさの面で LC を凌駕するに到っていない。しかし、マイクロ化学の発展とともに、オンラ
イン化した前処理チップとの結合などにより、こうした難点を克服できる可能性は高いと考え
られ、今後、高性能な基準法としての利用も期待できると考えられる。
また、二次元電気泳動についても発展の余地があり、平面での分離と多チャンネル同時検出
との組み合わせもマイクロ化の技術により可能となることが期待される。さらに分離過程のリ
アルタイム検出なども新たな分離・検出法として挙げられる。

２）検出・測定技術の開発課題

現在、様々な機器が基準法として使用される可能性があるが、それらの各機器を一つ一つ議
論することはできないので、成熟度は高いが使用頻度が高い原子スペクトル分析装置（ICP 質
量分析法を含む）と、現在、利用範囲がますます広がっている質量分析装置に限って議論した
い。

（A）原子スペクトル分析装置
本法は、感度、安定性などの点でかなり満足すべきレベルに達している数少ない分析装置の
一つである。通常の目的には溶液化した試料を、直接、装置のプラズマやフレームといった高
温媒体に噴霧することにより分析が行われる。しかし、場合によってはマトリックスの影響な
ども無視し得ないので、しばしば化学的な操作やオンラインのカラムなどにより試料マトリッ
クスの分離が施される。そうした前処理装置の市販もしばしば試みられてはいるが、一般化す
るにはいたっていない。この原因として、本装置が通常のラボでは汎用的に用いられるため、
ある目的のためのオンラインの前処理装置の利用は、装置の脱着などに新たな問題を引き起こ
すことが多かったことも一つの原因と推察される。本法を基準法として用いる一つの方向とし
て、こうした装置の機能を限定し、より低価格化すると同時に特定の目的のためのオンライン
前処理装置を装着した装置の開発の可能性も考えられる。これは一つの社会的規制により、多
くのユーザーがその影響を受ける場合に可能となる方向性であるが、要素技術自体は比較的整
っていると思われる。一方、コアの分析装置は高性能機器を用い、周辺の前処理や分離装置等
は、モジュール化して、カセットテープを交換するように簡単に交換するためのインターフェ
ースを開発するといった方向も今後の研究課題と考えられる。
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（B）質量分析計
現在、質量分析法は幅広い分野で利用されており、分離分析装置である各種クロマトグラフ
や電気泳動装置と組み合わせた GC/MS, LC/MS, CE/MS や各種形式のタンデム質量分析装置
（MS/MS 装置）は、さらに今後の発展、普及が期待される分析装置である。
開発課題としてはいくつかあるが、まず GC/MS においては更なる高感度化が望まれる。全
イオン検出（SCAN）測定は一つの試料に対して多様な取り扱いが可能なため、その感度向上
は適用できる測定の幅を大きく増やすことが可能になる。また、GC/MS では MS 部に ICPMS
を用いることにより各種元素に specific な高感度の測定が可能になるため、極めて有望な分析
法になり得るが、そのインターフェースなどまだ検討すべき点も多い。
LC/MS にいてはインターフェース（イオン化）の問題がある。現在、ESI, APCI, FAB, APPI、
MALDI 等のイオン化法を試料成分に合わせて用いているが、より一層の普及のためには
GC/MS における EI 法のようなより汎用性の高いイオン化法の開発、あるいはこれらのイオン
化法を手軽に組み合わせて用いることの出来る装置の開発であると思われる。また、LC/MS
においては感度の向上も一つの課題であるが、GC/MS の場合よりもクロマトグラフ部分での
分離能が悪いため、マトリックスの影響を受けやすいという欠点の克服も大きな課題である。
その解決には既にミリマスレベルでの高分解能測定（二重収束型の磁場型、TOF、ICR）と
MS/MS（イオントラップ、TSQ、 各種ハイブリット装置）との組み合わせによる選択性の向
上が行われており、ほぼ実用化され装置的には揃ってきているが、まだ全体として使い勝手が
必ずしも良くないことや適用分野が限定されている、高価で広く普及しにくいなどの問題が残
っている。今後は如何に測定目的（例えば構造解析や同定を目的とするのか、あるいは定量を
精度良く行うのか）に合わせた使いやすいシステムを廉価で提供でいくかが課題となる。
MS/MS 装置は LC/MS との組み合わせの他、単独での使用があり、それぞれの装置の持つ特
長を生かせば適用範囲を大きく広げることが可能になるが、一番の期待はその選択性を利用し
た分離分析装置と組み合わせない混合物の直接分析である。装置の安定作動、適切な前処理法
との組み合わせ、試料に合わせた MS/MS 条件の講築など課題も多いが将来が期待される。
質量分析計はハードの面だけでなくソフトの面にも課題はある。装置の制御、各種データ処
理の両面で現在以上に使い勝手を向上させることが重要な課題ではある。また、例えば GC/MS
では EI のライブラリーが未知化合物の検索・同定に重用され、MS/MS でタンパク質同定のた
めのライブラリーが用いられているが、
その登録数を増やすこと、
分野別ライブラリーの充実、
ライブラリーの質の向上なども課題である。なお最近、以前は困難であった極めて多数の成分
からなる混合物試料の中から微量の目的成分を検出、同定するソフトの開発なども行われてお
り、これらの真の実用化、普及なども課題として取り上げられる。
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３．総合分析システム（TAS）の構築に関する提案

以上のように、基準法、すなわちラボ分析における技術的課題と展望を議論してきた。この
分野で最も重要な開発課題は化学的前処理のシステム化であると思われる。分解・抽出、分離・
濃縮、検出の一連の分析操作をオンライン化、すなわちシステム化（総合分析システム（TAS）
の構築）することは、分析者への負担の低減、すなわちコストの低減、および分析信頼性の向
上につながるものと考えられる。このシステム化の方向は、むしろ汎用型のこれまでのラボ分
析装置のあり方と異なり、ラボ分析装置の単機能化を意味する。これを可能とする装置の低価
格化も今後の課題と考えられる。
一方、前述のように、コアの分析装置は汎用型高性能機器を用い、周辺の前処理や分離装置
等はモジュール化して必要に応じて TAS を構築するといった方向も、実験室における装置数が
限られ、分析が必要な項目が多い場合の現実的な方策として考えられる。しかし、両者におい
て開発が必要な要素技術はほぼ共通しており、必要に応じて各分析ラボが方式を選択できるよ
うにするのが望ましい。
一方、試料前処理装置や分析ソフトの開発は、ニッチ産業であり、日本では特にその体制が
遅れていると考えられる。その点で、今回の海外調査で訪問したベルギーの Sandra 教授の運
営する分析会社（Research Institute of Chromatography：RIC）は、今後の分析におけるビ
ジネスモデルを考える上で示唆に富むと考えられる。RIC は、おもに特定の分析のための GC
の前処理用アタッチメントの開発を行い、汎用の GC を改造しそのアタッチメントを装着した
分析装置および分析方法のソフト（その中には分析オペレーターの SOP 教育を含む）を総合
化して販売している。こうした分析ビジネスは、日本でも片鱗は見られるが、まだしっかりと
意識されたものにはなっていないと思われる。今後考えられる社会的規制に分析側から対応す
るための方法としては、こうしたビジネスモデルは合理的と考えられ、今後、高い技術レベル
をもついわゆるベンチャー企業の参入と分析機器メーカーとの連携が期待される。

４．今後のロードマップ

以上の議論を、緊急性および実現可能性などの観点から時間軸でまとめてみると以下のよう
になる。

１．緊急かつ 5 年以内に実現を図るべきテーマ
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① 標準試料の整備
② 無機微量分析用総合分析システム（TAS）の開発と実用化
・ 自動高速試料分解装置の開発
・ オンライン化のためのインターフェース開発
③ 有機微量分析用総合分析システム（TAS）の開発と実用化
・ 自動高速試料抽出装置の開発
・ 固相抽出装置の高性能化
・ オンライン化のためのインターフェース開発

２．長期的な展望にたって継続的に研究開発を行うべきテーマ
① LC、GC、CE などの分離法の高性能化
② μ―TAS の実用化
③ 検出法、特に質量分析法の高性能化と分離装置との新しいインターフェースの開発
④ 分解法、抽出法およびマススペクトルやクロマトグラムなどの分析ソフトのデータベー
スの充実

２−３ スクリーニング用機器の開発課題と将来展望

１．

スクリーニング用機器に求められる性能

これまでも議論してきたように、安価なスクリーニング用機器の開発は、今後、予測される
環境規制にかかる費用を許容できる範囲に抑えるために必須の方法と考えられる。本法に望ま
れる性能については、すでに前章で十分に議論されているが、要点のみをもう一度振り返って
みると、①（できるならば）非破壊であること、②規制値に対して十分な感度を持つこと、③
許容できる程度に選択的であること、④安価であること、⑤使用法が簡単であること、⑥頑丈
であること、などがあげられる。現状では、これらの条件を満たす方法は極めて限られており、
これらのスクリーニング手段の開発は今後の大きな研究課題と考えられる。本章では、スクリ
ーニング法に関する開発課題と将来展望を物理的な方法、化学的な方法、さらに生物学的方法
に分けて議論する。

２．

物理的方法

本法は、分析対象の多くが固体であることを考えると最も重要な方法と考えられる。RoHS
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規制においても、エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDXRF）
（図２−５）が、まず最も重
要な方法とみなされている。この方法は、多くの元素が測定可能であるため、利用範囲が広く、
モバイル型の機器の開発なども行われており、今後、その重要性は高まると考えられる。この
方法の問題点として、①感度の不足、②定量性の不足、の２点があげられる。そのため、現在
RoHS 規制などにおいても、その使用法についての議論が続いている。しかし、この２点があ
る程度許容できる場合には、最も目的にかなった方法である。本法の装置としての今後の課題
は、モバイル化以外には、やはり感度の向上であると思われる。そのためには、安全で高輝度
なＸ線源の開発、および検出器の改善が要素技術として強く望まれ、分析機器メーカーの寄与
が期待される。なお、本法に関しては、文献４に詳しい。
また、XRF 以外の方法で固体の分析が可能な方法は極めて限られるが、近赤外分光法（NIR）
は、その数少ない方法の一つと考えられる。本法は、すでに果物の糖度のモニターなどに使わ
れており、品質管理部門での使用例も知られている。一方、環境分析の分野では、秋田大の小
川らにより、
カドミウム米のスクリーニング法としての本法の可能性が示されている
（文献５）
。
このように、NIR は、今後、応用範囲が広がる可能性がある。本法の現状での問題点は、その
応答の物理的根拠が不明な場合が多いことである。上記の場合でも、本法によりカドミウム米
中のカドミウムを直接検出することは不可能と思われ、おそらくはカドミウムが高濃度である
ためにおこる米主成分の組成変化を検出しているものと推定されるがその原理は不明である。
この状態では、試験に予期せぬエラーをもたらす可能性があると考えられるが、逆に、良く管
理された試料の中にある不良品を判定するためには、どのような変化を見てもよいとも考えら
れる。今後、こうした目的への応用も積極的に試みられるべきと考えられる。

図２−５ EDXRF の概念図
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図２−６ ATR-IR 装置の概念図

次に全反射減衰法（ATR）を利用した FT-IR の応用が考えられる。この方法は、図２−６の
ように全反射素子に測定試料を密着させることにより、エバネッセント波を用いて材料表面の
吸収（全反射）スペクトルを測定する方法である。また、同様に拡散反射法なども利用可能な
方法の一つと考えられる。これらは、感度は低いものの情報量に優れた方法であり、今後、た
とえば、プラスチック材料の評価のための選択肢の一つとして検討の価値があるであろう。ま
た、ラマン分光法なども重要であり、現在臭素系難燃剤のスクリーニング法への適用が注目を
集めている（文献６）
。
一方、
現在は、
全くスクリーニング法などとは関係の無いラボ用大型機器であるNMR やESR
などの利用も将来的には考えられる。これらは、現在高価であり、また、ラボ用の現状の装置
をそのままスクリーニングに用いることは不可能であろう。しかし、MRI のようにイメージン
グも可能であり、今後、たとえば、高温超電導物質による安価な超伝導マグネットの開発、さ
らには目的にあったプローブや試料室、さらにパルスシークエンスの開発などが行われれば、
固体試料のスクリーニング法としての応用が期待できる。本法は、もちろん初期投資は無視し
得ないものとなるだろうが、
スループットを考えると必ずしも非現実なものではないであろう。
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さらに、近年注目を集めている方法として、テラヘルツ分光があげられる。本法は新しいイメ
ージング法としても注目されており、今後の発展が期待される。
ここまではいわゆる非破壊法について述べたが、レーザーアブレーション ICP-MS など、厳
密には破壊分析ではあるが固体を直接分析できる方法もスクリーニング法として重要と考えら
れる。これには、スパークソースあるいはグロー放電発光分析法（質量分析法）
、SIMS なども
含まれる。また、この分野の有機系の分析手法としては、熱分解―GC などが上げられる。実
際にスパークソース発光分析法は、鉄鋼の品質管理分析で日常的に用いられている。これらの
方法は、最終製品に対して行えば製品を破壊することになり、そのスクリーニング法には、使
用できないことが多いと思われるが、鉄鋼分析などのように材料の品質管理には大いに利用価
値があるものと考えられる。また、真度や精度は基準法としては問題があるものの、良く管理
された状況では、XRF などに比べても信頼できる値が得られると思われる。これらの方法は、
現在 RoHS などでは顧みられていないが、潜在的には大変有望であり、今後、これらの方法の
利用も念頭において、分析規格の制定などを行うことが望まれる。
固体以外の試料を考えると、使用可能な測定装置の数は大幅に増加すると思われる。特に、
ガス成分の分析は、今後たとえばシックハウスの問題の解決のための建築材料の評価、また環
境問題からは若干離れるが、社会的安全の確保のための生物・化学兵器の検出など、スクリー
ニング法が必要とされる項目は多い。ここではモバイルな質量分析計の利用およびイオンモビ
リティー検出器（文献７）をあげておく。前者に関しては文献４で詳しく議論されており、技
術的な観点に関しては付け加えることはないが、本法の重要性を改めて指摘したい。後者は、
米国で簡易で高感度なガス分析装置として、化学兵器の検出器として用いられている。わが国
ではその研究や利用の点で遅れており、今後の動向に興味が持たれる。
溶液試料であるが、これに関しては、むしろ化学・生物的手法が重要と考えられる。

３．

化学的手法

ここでは広い意味での分子認識をベースにする化学センシングシステムについて議論したい。
すなわち、分析種と分子認識試薬の選択的な錯形成や化学反応に基づくセンシング、あるいは
ガスセンサーで最も成功を収めている酸化物半導体表面などへの特異的吸着を電気化学的に検
出するセンサーなどが含まれる。これらのセンサーは、その形態から次の２つに分類される。
すなわち、

① 分析種と分子認識試薬の特異的反応を目視、あるいは簡単な吸光検出器などで検出する（試
験紙などが代表例）
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② 電気化学的検出システム、光導波路、SPR などの光検出システムなど高い検出機能をもつ
プラットフォームと組み合わせて高機能化をはかる。

両者はともに利用価値が高く、今後の発展が大いに期待される。①の代表例は、鈴木らに開
発されたホルムアルデヒドの化学センサー（文献８）である。これはホルムアルデヒドと発色
試薬との反応を検出するという分析化学的にみれば極めてオーソドックスなアプローチに基づ
いているが、
新たな選択的な試薬の開発と簡単な吸光検出システムを組み合わせることにより、
有望なスクリーニングシステムを構築している。また、金子らは、有害金属イオンの極めて高
感度な試験紙を提案している（文献９）
。これもむしろ以前から知られている発色反応を巧に使
うことによって目的を達成している。これらの研究例は、こうした分析化学の研究蓄積がスク
リーニング法などにまだ十分に生かされておらず、多くの可能性が眠っていることを示してい
るものと思われる。
一方、近年の合成化学の進展にも注目しなければならない。すなわち、デンドリマーや自己
組織化を利用した超分子など、
これまでの分子に関する常識を覆すあらたな機能をもつ分子
（分
子団）の設計が可能になりつつある。こうした新たな潮流を化学センシングに取り入れていく
ことも今後の大きな課題である。これらに関しては産学のより緊密な共同が望まれる。
②に関しては、現在の化学センサーの中心は電気化学センサーである。微小電極、ISFET な
ど、プラットフォームもしっかりしており、ガスセンサー、イオン選択性電極を用いる水質監
視システム、様々な感応膜を組み合わせた味覚センサー（あるいは electric tongue といった概
念）など、応用範囲は広くかつ実用化もすすんでいる。最近、簡単な GC と半導体センサーを
組み合わせた VOC センサーが提案されている。本装置は、持ち運び可能で迅速かつ高感度に
トルエン、エチルベンゼン、キシレン、スチレンの 4 種類の VOC 濃度の測定が可能である。
本装置は、価格的にはまだ高価であるが、汎用的なモニタリング法として今後注目される。
一方、光検出システムは、オプトエレクトロニクスの進展とともに豊かな可能性を示してい
るものの、比較的実用化は遅れている。その中では、いわゆる光ファイバーセンサーなどの実
用化がなされている。一方、表面プラズモン共鳴やその他の光導波路システム（図２−７）は、
現在は、むしろバイオ研究におけるタンパク質間相互作用の検出において実用化しているが、
化学センシングにおいても①高感度、②表面選択的、といった優れた特長を有するプラットフ
ォームであり、今後の応用が期待される。
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2. Slab Optical Waveguide
Internal Reflection Angle
Incident Angle
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図２−７ 光導波の概念図

４．

生物学的手法

生物学的手法は、すでに議論したように、食品分析や化学物質の変原異性の評価に広く用い
られている。また、現在、ダイオキシンのスクリーニング法としてその技術的、法的整備が進
んでいる（表２−５）
。環境分野を含めて今後益々その重要性は増していくものと思われる。こ
の生物学的方法は①免疫化学的測定法やレセプタバインディングアッセイ、②培養細胞やバク
テリア（場合によってメダカなど）を用いるバイオアッセイ、③DNA チップやプロテインチ
ップ、などがあげられる。①、②は厳密に区別することは出来ないが、それぞれ極めて重要で
ある。①は前述のように、直接的な化学物質スクリーニング法としてさらに応用範囲を広げて
いくものと思われる。また、高選択的な検出システムの構築が重要である。たとえばダイオキ
シンの場合でも、現在開発されているダイオキシン用抗体は、ダイオキシンが小分子であるた
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めに選択性はあまり高いとは言えず、現在は細胞内でのダイオキシンと Ah レセプタの結合に
基づく方法が選択性の面では優れている。すなわち、それぞれの分析種に関する優れたアッセ
イシステムの開発は避けて通れない問題であり、地道な努力が必要である。一方、現在、バイ
オアッセイの場合、通常、分析時間は〜数日、値段も一検体当たり数万円のオーダーであり、
今後の改善が望まれる。これに関しては MEMS 技術に期待するところが大きい。また、②に
関しても MEMS 技術の大きな貢献が期待できる。なお、生物分析化学における MEMS 技術
の役割の全体像を次章にまとめる。③は、もちろん医療分野での診断等に将来利用されていく
と思われるが、環境分野では、たとえば遺伝子組み換え作物の検出、あるいは外来種の検出な
ど遺伝子による環境汚染のスクリーニングに大きな可能性を持つと考えられその発展が期待さ
れる。また、化学物質の生体有害性を評価するためのトキシコゲノミクスへの応用も期待され
る。

表２−５ ダイオキシンの簡易分析法

（第 40 回 日本環境化学会講演会予稿集 ダイオキシン類簡易分析法 から引用）

さらにレジオネラ菌、O-157、SARS、鳥インフルエンザなどのような微生物生物やウイルス、
あるいは BSE の原因物質であるプリオンなどの早期検出の要望も高い。これらの問題は、すで
に一部が社会的規制に結びついており、今後さらに重要となる可能性は高い。これらの問題に
関する、高速、高感度なスクリーニング法を開発することは重要な研究課題と考えられる。

61

５．MEMS 技術と生物分析化学

グローバルな環境の中で社会が持続的発展をし、かつ社会の安心安全を担保するためには、
分析化学の役割は以前にも増して益々高くなる。取り分け、社会の必要とする分析化学に対し
て技術的課題の向上、追求は研究者、技術者にとって今まで以上に取り組む課題であるが、社
会が何を期待するかは分析工業会として取り組まなければならない課題である。
有害と見なされる物質の検出が分析化学の根幹ではあるが、規制対象の根拠となる数値的な
裏付けを化学的に追求し、リスク管理、規制を行ってゆくことは分析化学の発展にとっても新
しい意義の有る役割、従来とは異なった学問の発展をもたらす可能性がある。
本調査研究の主旨を広く解釈すると、有害と指定された特定物質Ａ、B 等を目的に応じて高
感度、高精度、迅速に検出出来る手法としての開発並びに完成度を高めることを大いに進める
一方で、前処理などに要するプロセスの簡便化、オンサイト分析と言ったシステムとしての高
度化が不可欠で有る。半導体微細加工を駆使した分析技術のチップ化、情報技術との融合化に
よるシステムとしての高度化なども課題である。
特に、今後新しい原理に基づく分析手法が開発される可能性はそう高くないであろう。むし
ろ求められるのは、分析技術の質的に高い情報の取得である。対象とされる物資の種類は多数
に及び、そのなかには、類似化学構造を持ちながら化学的作用が全く、あるいは相当異なる物
質の出現等複雑化が進んでゆく。また現在は対象とされていない物質でも今後事情に応じて含
まれる種類は増してくるであろう。とすると、今までのようにＡ、B、Ｃ・・・という個別の
元素、物質などを単独に追跡するだけでは今後の分析化学が広く社会問題解決への貢献を目指
すには不十分である。
規制は常に後追いになる可能性が高い。自然界の中で物質循環のプロセスを考えたり、生体
内への蓄積、生体内を反応場とする結果Ａ、Ｂ…etc から異なる物質Ａ’,B’,A’’,B’’といった変化
（変質）
、さらにそれら同士のネガティブなシナジー効果などを大いに予想、考慮しなければな
らない。やや古い文学の世界で一時はやった「複合汚染」という言葉が分かりやすいイメージ
ではなかろうか。分析化学は、要素還元の視点で研究をする事に対して、得られた学問的成果
を統合することであらたな「知」の構築を計ることが新たな時代の役割である。
そのために分析化学の発展に何が必要であろうか。分析化学がかつて物質、それを扱う化学
や分析の原理となる物理の境界領域をフロンティアとして見た様に、今日化学と生物（勿論広
義の環境、エコロジーもふくまれる）との境界の接点が大きく増す中で、生体の仕組みに注目
する必要があるではなかろうか。具体的な良い例と必ずしも言えないかも知れないが、機器分
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析の出現にともない、化学と物理の境界領域の研究が重要になった。多くの機器分析の原理が
物性物理現象を利用していることに因るのだが、分析データの精度や感度（検出限界）も自ら
明らかにされた。また、位置分解能向上や 3 次元可視化などの情報の種類の拡大にも大きく寄
与し、状態分析手法としての地位も広げてきた。それに伴い応用の対象を広げるとこにも貢献
してきた。
有機、無機の合成化学が現在、遺伝子工学やたんぱく質工学を取り込んで、たとえば有意義
な天然物合成の学問に「生命と物質」の融合分野を発展しつつある。たとえば生物学で細胞の
ハンドリング、細胞内での分子認識、相互作用の解明に細胞化学が役割を果たしてきた。一部
は分子認識と機能、機能と合成として学問がスタートして生体分子情報科学として今後の研究
が不可欠であろう。これらの点に関しては、バイオインフォマティックスとして生物学者、コ
ンピュータ科学者、応用数学者が協力して新しい領域を形成し、ＤＮＡのシークエンスの解析
に力を発揮するとともに、データベースの構築に役立っている。ここで大切なことば、異分野
の研究者は互いの領域の研究実態をよく知る必要は有るが、それぞれの専門性にむやみに踏み
込む必要ないし、出来ないであろう。しかし融合、横断的という一つの学問統合が何であるか
を考えなければならない。
分析化学の話題にもこれに似たことが当てはまる。既に触れたが、Ａ、Ｂ原子、分子を検出
するだけでなく生物システムと生物プロセスの理解をするための分析化学とは何であるかの検
討が今後必要であろう。これらの目的に沿って、これまで生体外（in vitro）の実験が繰り返さ
れ、細胞システムの推測をする試みがさされてきた。
生物システム中で有効な分子がどの様な仕組みで働き、それを阻害する物質の働きは何であ
ろうか。細胞とは化学反応を組織的に行う精巧な分子機械とも言えよう。ただ“生き物”であ
るが故に、それ自身の成長、増殖、死滅、などの細胞自身の変化もあり、多くの場合そのプロ
セスを人工的にスマートに管理することはまだ容易ではない。
これらの視点で研究はビーカー、
シャーレ中で多くの研究者によって支えられている。
最近、ＭＥＭＳの研究がナノテクノロジーに関連して進んでいる。また、μ−ＴＡＳの研究
もバイオの世界の研究の進展に大きく貢献してきた。μ―ＴＡS の中で in cell に近い環境で制
御出来ないだろうか。in vitro と in cell ではその環境は大きく異なっていて、in vitro では見ら
れない分子の挙動がμ―ＴＡS の中で観察される様である。マイクロチャンネルの中での流体
はレイノズル数が小さいが故に、層流の中での物資移動論に基づく物質プロセスが実現し、ビ
ーかフラスコのマクロ系とは異なる「マイクロ空間ならではの」諸現象を引きおこす。大量生
産を目指す、化学工学とは全く逆のエンジニアリングであり、むしろ生体内のたとえば、細胞
や血管の中での生化学反応とは極めて近いために注目されている。今のところ、付加価値の高
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い生化学合成などの代替技術としての研究が始められているが、ナノテクや半導体微細加工技
術とも組み合わされて、化学プロセスのダウンサイジング、並列分散化学プロセスとして発展
できないかなどの視点で研究がなされている。
この様な視点は分析化学にとっても従来の研究パラダイムとは異なる問題提起になると考え
られる。
環境ホルモンと総称される内分泌攪乱物質による生体内器官同志の情報の発信、
錯綜、
乱れはフィードバックされて、たとえば生殖器などにおける組織変化、有害化学物質への生体
細胞への影響、それらの解毒作用、有害物質の生体内におけるシナジー効果などをもたらす。
その現場観察をすることが可能である。特に、μ−ＴＡＳでは微少流体制御が極めて精度良
く行なえ、かつ連続、パルス的な試薬の注入、濃度の変化など種々のパラメターを多様に、ま
た時間の関数として変化させることが可能である。従って、μ−ＴＡＳを並列処理すれば、コ
ンビナトリアルケミストリーの手法を用いて細胞内での有害物質のリスク評価を行なうことが
出来る。確かに、μ−ＴＡＳは分析手法であるから、個別のμ−ＴＡＳの分析能力を高めれば、
ユーザーがそれを駆使してリスク評価を行なうという役割分担の構図は描けるが、知識の統合
による新しい分析技術の革新に対する分析化学からの提言は今後の貢献にとっては重要である。

６．スクリーニング法の将来
以上、スクリーニング法を技術的な観点から概観した。このように、近年の分析化学、分子
生物学、オプトエレクトロニクスなどの発展により、多彩な可能性が生まれている。それを実
用化するのは今後の課題であり産学の参画が期待される。しかし、固体試料のスクリーニング
法に関しては、シーズを含めて中々適当な方法が見当たらないのが現状である。今後の革新的
研究が期待されるとともに、現状の装置の着実な改良および基礎的研究がさらに必要と考えら
れる。以下に、緊急性および実現可能性などの観点から主な研究開発テーマを時間軸でまとめ
る。

１）緊急かつ 5 年以内に実現を図るべきテーマ
（固体試料について）
① 標準試料の整備
② EDXRF やレーザーアブレーションやスパークソースを用いる分析装置のモバイル化と
高性能化
③ ATR−IR やラマン分光法あるいは TG―GC などの固体に応用可能な有機分析法の整備
④ NIR の可能性の探索
（気体や溶液試料について）
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⑤ 化学センシングや生物学的手法に基づく VOCs や POPs など、有害有機化合物の高感度
モニタリング・スクリーニング法の開発（MEMS（μTAS）技術の応用）
⑥ 有害ガス検出用のモバイルな MS やイオンモビリティー検出器の開発
⑦ 病原菌やプリオンなどの迅速検出法の開発

２）長期的な展望にたって継続的に研究開発を行うべきテーマ
① NMR、ESR あるいはテラヘルツ分光法などのスクリーニング法への適用
② 新しい分子認識試薬とそれを利用するためのプラットフォームの開発
③ 様々な有害物質に対する高性能な生物学的なアッセイ系の開発
④ ナノ微粒子などハイテク産業からの新物質の安全性に関するスクリーニング技術（以下
の「参考」参照）

参考：
ナノテクと波及効果：ナノ粒子を事例として

わが国はナノテクに関して先進国である。ナノチューブの発見に代表される新材料の創製、
量子エレクトロニクス、半導体微細加工技術などの実績に裏付けられた、評価技術、応用に関
する研究は大いに進んでいる。また新たな分野として、DNA などの遺伝子に関する検出や操
作、たんぱく質の構造と機能発現などナノテクはバイオの世界でも注目され、応用に関しても
ドラッグデリバリーシステムなに代表される医工連携などが進み始めている。それらの基盤と
なるナノバイオという新領域は大いに発展するであろう。
ナノテクの中で、ナノ材料について少し考察をしてみる。ナノ粒子、カーボンナノチューブ
などの物性科学的な興味の広がりは大きく、従来のマクロ技術では実現不可能な量子効果によ
る新しい電子状態に裏付けられた機能の発現が次々に報告され、魅力有る応用分野が大いに広
がっている。ナノ粒子に応用に関する卑近な例では、TiO2などのナノ粒子を取り入れた化粧品
は見栄えとして大切な光学的に優れた特徴を発揮している。その他、ニッケル、コバルト、フ
ラーレン等の製造量も徐々に増している。
ややサイズは大きいが、歴史の長いカーボンブラックの生産量は可成りに及ぶ。タイヤ用の
カーボンブラックのサイズは３００μｍ程度のため、他のナノ微粒子とは分類が異なるべきで
あろう。後に述べるようにこの材料も新たな応用を目指して微細化は進んでいる。
一方、近頃微粒子に関わるネガティブな問題として、ディーゼルエンジン排ガス中に含まれ
る数μm 以下の発ガン性物質微粒子の人体への影響はかなり知られ始め、測定手法や対策の開
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発も進んでいる。これは物質そのものの人体への影響が既に明白であり、生活環境の中で大量
の微粒子が放出されていることが放置されてきたことは深刻な社会問題としてとり上げられた。
有史以来、人類はナノサイズの粒子には偶然さらされることが有っても、大量に製産された
粒子の利用実績は少なかったので、その影響についてはほとんど未知である。そうした中で、
100nm 以下の超微小粒子が肺から血液やリンパ系に入り込み、本来物質の持っている化学的性
質とは別に、病理作用として発ガン現象に重大に係わるとの報告も出始めている。
物質的にも、サイズ的にも無害と言われたカーボンブラックに関しても、コピー機やプリン
ターのトナーとしての用途に絞れば、さらに粒径は小さくなる傾向にある。そのため、マシン
が使われる現場から僅かに放出される微細カーボンブラックの人体への影響について、ヨーロ
ッパでは議論すべきとの機運もある。他種類のナノ粒子についても、人体や他の生物体への明
白な影響についてはまだ事例として知られていないが、今後十分調査を行うことの必要性が提
言され始めている。
その危惧の背景は２，３ある。まず、ナノサイズの粒子を体が異物として認識出来るかどう
か、排除するメカニズムが十分明らかでないし、蓄積する可能性もある。ただ、純金属のよう
に蓄積しても無害で有れば当面はその問題に関する緊急の議論は必要ないかも知れない。しか
し、本来無害である物資として認識されていても、サイズが小さくなれば異なった影響を体内
では持つ事は十分考えられる。例えば数 nm の化合物半導体のナノ粒子は量子効果により、極
めて明るい蛍光発光を伴い、DNA や細胞の可視化技術として注目されている。有機色素に比
べ退色性が無いため従来の有機色素に置き換わって利用される傾向もある。現在一番明るい物
質は CdSe で、Cd を人体に関連した技術として用いる事には相当の支障があり、おそらく規制
されるであろう。Cd の様に明白な有害物質用いずに、強い蛍光による細胞の壊死作用を利用
して局所的なガン治療手法としても注目されている。しかし、粒子そのもの毒性でなく、強い
光による健康細胞への影響が皆無であるかどうかは今後の十分な調査が必要であろう。また、
体内での光化学反応による活性酸素を発生させる可能性も報告されている。
さて、分析という立場でナノ粒子を考えると、まずその形状を観察するにしても可成り高
度な技術を要する。TEM、STM、AFM などを駆使して比較的 well-defined な表面に固定され
たナノ粒子は対象とし扱い易い。しかし、生体内に蓄積されたナノ粒子の観察や物質同定はま
だ至難の業である。また、ナノ粒子による化学的な相互作用をどう検出するかに至っては未解
決である。欧米ではナノ材料（粒子）の安全性や環境影響に関する研究と実験は１９９０年代
から着手されているが、異分野を融合した包括的な研究は少ない。ナノテクノロジーそのもの
は新たな分野開拓の精神でここ数年各国的規模の予算をつぎ込で精力的に取り組んでいる。一
方で、安全性や社会的影響に関して科学データに基づく、リスクアセスメントが求められ、工
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学、医学、環境などの広い視点で検討がなされ始めた。
これらについても、
ナノ微粒子のin cell での相互作用の確認は何かしらの有益な知見を得る。
ナノ粒子の分析に対しても我々は準備をしておかねければならない。究極的には、病理試料を
対象にした検査、分析技術の確立を目指す必要があるが、まず、in cell の研究の手前に MEMS
等のデバイス技術を用いてまずシャーレやビーカーで行われている in vitro の研究をより現
場に近い研究手法として高度化することも有用であろう。従来からも、バイオ関連の分析技術
はそれぞれの専門分野で高度化されているが、分析化学そのものが新たな時代の要請に応える
気構えとしてナノテクを横断する学際領域の研究向けての出番の到来に対し活躍するチャンス
を掴まねばならないであろう。ＮＥＤＯが発行した報告書を参考文献（文献１０）として引用
する。

参考文献
１）H. Minakuchi, K. Nakanishi, N. Soga, N. Ishizuka, N.Tanaka, Anal. Chem., 68, 3498
(1996).
２）Y. Ueki, T. Umemura, J. Li, T. Odake, K. Tsunoda, Anal. Chem., 76, 7007 (2004).
３）S.Terabe, K. Otsuka, K. Ichikawa, A. Tsuchiya, T. Ando, Anal. Chem., 56, 111 (1984).
４）システム技術開発調査研究「モバイル型分析装置の現状と将来展望に関する調査研究報告
書」平成 15 年 3 月．
５）熊谷昌則、大久長範、天野敏男、菊地良栄、小川信明、第６４回分析化学討論会、2003年
5月．
６）S. Kikuchi, K.Kawauchi, S. Ooki, M.Kurosawa, H.Honjo, T.Yagishita, Anal. Sci.,
20,1111 (2004).
７）G. A. Eiceman, E. G. Nazarov, R. A. Miller, E. V. Krylov,; A. M. Zapata,

Analyst, 127,

466 (2002).
８）Y. Suzuki, N. Nakano, K. Suzuki, Environ. Sci.& Tech., 37, 5695 (2003).
９）E. Kaneko, Anal. Sci., 20, 247 (2004).
１０）NEDO「ナノマテリアルに対する社会意識に関連した海外諸機関・団体等の意識調査」
（２００４年５月 ）
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第3章

社会的基盤の構築の課題と将来展望

第 1 章にもあるように安心で安全な社会を目指す為には社会的な規制を物質のレベルで実施
することがもはや必須のこととなっている。第 2 章ではこれらの規制を実効性のあるものとす
るために必要な計測分析技術について述べた。第 3 章ではこれらの計測分析技術を社会的基盤
として定着するための課題を探り、将来を展望する。

３−１ 診断･スクリーニング検査・分析（精密計測）の位置付けの明確化
20 世紀になって人類は地球の地下に埋蔵された鉱物資源を活用し、人工的に合成された物質
を利用することによって豊かな社会を築いてきた。平均寿命が延び、衣食住が保証されるとと
もに、これら豊かな社会をもたらした物質が必ずしも人類にとって安全なものではないことが
わかってきた。これらの安全を脅かす物質を除去する、あるいは減少させる為には、これらの
物質を原子（元素）や分子で構成されたものとして、その含有量を計測することが必要となる。
欧州規制をはじめとして、これらの規制は物質ベースとなることを示しており、
「原子や分子の
測定が可能な分析法を活用した化学計測技術」を駆使することにより、規制の実効性を確保す
ることが必要となる。このような原子や分子の計測は化学計測といわれる。長さや重さを計測
する物理計測とは基本的に異なるところがありながら、特に工業製品に関係する場合には、計
測として物理計測と同様な厳密さや精度が求められる。分析化学ではこのような計測を定量分
析と呼んでいるが、
この定量のためには厳密に分析手順を設計し、
標準試料等を準備すること、
得られたデータを評価することが必要となる。このため前章でも述べたように計測には長い時
間を要し、コストも掛かることになる。このため計測分析の効率的なシステムを構築するため
には、複数の分析手法を組み合わせることが必要となる。ここでは、3 つのことなる状況にあ
る事例について検討した。

３−１−１

現在のシステムの事例：

事例１．極微量分析技術を駆使した定量分析法の利用 ダイオキシンの規制
極微量分析法をそのまま計量に使用した例である。分析技術の進歩とダイオキシンによる環
境汚染の問題の関連についても記載した。

A. 概要
ダイオキシンは環境ホルモンと名づけられた一群の物質の 1 つである。ダイオキシ
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ンは 1976 年イタリアのセペタ市でおきた農薬工場の事故で注目をされた。その後 20
年を経て日本においてセンセーショナルな話題となり、計量法の改正をふくみ大掛か
りな行政的処置がされたものである。
以下、簡単にダイオキシン類の分析を HRGC/HRMS 法により分析(計量)するようにな
った歴史を簡単に説明する
GC/MS による物質の定量は GC により分離できない化合物をどのようにして分離して
定量分析を行うかと言うところから出発している。1966 年 Karolinska Institute の
C.C.Seeley らが初めて磁場型の質量分析計を用い磁場を一定にして加速電圧をスイ
ッチングする手法で定量分析をおこなった。これが現在、日常的にダイオキシン分析
に使用されている高分解能 SIM 手法の基となった。このときの検出限界（最低何グラ
ムの量が測定できるかの目安）は 10μg である。この手法は 1968 年には同研究所の
C.C.Hammer らにより確立されたが、彼らは主に EI イオン化法により得られるフラグ
メントイオンを用いた定量分析を試みていたことから、当時はこの手法をマスフラグ
メントグラフィー(MF)法と呼んだ。検出限界は 1μｇになった。また、1971 年には同
研究所の C.G.Hammer と R.Hessling らにより改良された新しい定量手法であるマルチ
イオンデテクター(MID)が開発された。この手法により 20％の質量範囲が測定可能と
なり、測定時間が大幅に短縮し、検出限界も 0.1μｇになった。その後、1974 年に
J.T.Watoson ら が こ れ ら を 集 大 成 し た 選 択 イ オ ン モ ニ タ リ ン グ (Selected ion
monitoring：SIM)を提唱し、この呼び名が現在では一般化している。1975 年後半には
質量分析計本体の性能向上により、
この方法は低分解能 SIM 法から高分解能 SIM 法
（以
下 HRSIM と略す）へと展開する。翌 1975 年には Tenovus Institute for Cancer
Research , Welsh National School of Medicine の D.S.Milligton らにより PFK
（Perfluorokerosene:精密質量が既知の物質として校正用の標準試料として利用され
ている）を標準化合物としてイオン源に導入した分解能 8,500〜10,000 での HRSIM 法
が報告された。さらに 1976 年には質量分析計がコンピュータ制御出来るようになり、
多くのイオンを同時にモニター出来るようになった。このため微量成分が確実に同定
可能となった。また、同時期に分析途中に自動的にずれを周期的に補正する手法が確
立され、ここに GC/HRSIM 測定を行う際の“Lock mass 手法”の基本的な考え方が成立
した。これにより検出限界は 0.1ng となり極微量分析の可能性が開けた。一方、GC/MS
法において HRSIM 法とは異なる微量成分を定量する方法も提案されている。1978 年に
Simon J.Gaskell らにより、メタステーブルイオンをモニターイオンとして、ガラス
キャピラリカラムを GC/MS 法に使用した定量分析を試みた。この手法は MS/MS 法によ
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る SRM(Single reaction monitoring)法のはしりである。
このように GC/MS 法による定量分析法により微量の分析が可能になった時期とちょ
うど同時期にダイオキシンによる環境汚染が社会問題となりつつあった。
ダイオキシンによる環境汚染問題は、1976 年にオランダにおいてはじめて都市ごみ
焼却炉の排ガス中よりダイオキシンが検出されたことに端を発している。1980 年には
日本においても除草剤の CNP(Chlornitrofen)よりダイオキシンが検出され、世界的に
ダイオキシンによる環境汚染が問題視されることになった。また、1980 年には
T.Cairns らが質量分析装置による環境試料中のダイオキシンの計量に関して種々の
分析法とその問題点についてのレビューを行ない、その報告の中でダイオキシンの微
量分析においては低分解能質量分析計における検出限界値が 50ppt に対して分解能
6,000 から 9,000 の高分解能質量分析計（HRMS）で 1ppt の検出限界値を得ることが可
能であることが指摘された。これを端緒に夾雑物を多く含む試料中の微量ダイオキシ
ンの分析法として GC/HRMS 法が主流となる。1980 年代に質量分析計の高分解能、高感
度化が実現し、熱安定性を向上させた高分離能キャピラリカラムの開発により高分解
能ガスクロマトグラフ（HRGC）で 210 種類に及ぶダイオキシン類の異性体の分離が容
易に可能となり、その結果通常の分析業務で HRGC/HRMS による精度のよいダイオキシ
ン分析が実施できるようになった。更に、質量分析装置の操作および GC および
Autosampler の自動化が実現したこと、および測定と連動した迅速なデータ処理プロ
グラムが開発されたことにより、多検体の分析試料測定が短時間で可能となった。
1990 年代に入り、ダイオキシンの分析対象が焼却炉などから発生するダイオキシン
から大気中に拡散した後の動植物中に含まれるダイオキシンの同定・定量へと拡大し
た。このような動植物中に含まれるダイオキシンの量は、発生源でのダイオキシンの
量に比べて 2 桁から 3 桁の微量であり、装置の性能(検出限界)を向上させると共によ
り煩雑な前処理過程が必要となった。なお、現在の検出限界は 10fg(0.00001ng)であ
る。
表３−１ 定量分析と環境問題の経緯
年代
1966

装置検
出感度
10μg

1968

1μg

1971

0.1μg

1972

10ng
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定量分析の経緯

環境問題の経緯

GC/MS で定量分析
がはじめて行われる

ダイオキシンが含ま
れる 245-T 残留量規
制（米国）
カネミ油症が発生
（日本）

GC/MS 法による定
量分析を確立（MF
法）
MID 手法が確立され
た

除草剤のPCP からダ
イオキシン検出（米
国）
ヘキサクロロフェン
の使用を禁止(米国

19741975

HRSIM 法がはじめ
て報告される

1976

0.1ng

1978

0.1ng

1980

1983

0.1ng(1
00pg)

1984
以 後
15 年間

数〜数
10pg

1999

0.00001
ng(10fg)

HRSIM 法にコンピ
ュータ技術適用、
Lock mass 法の基本
的考え方が確立され
る。
GC/MS 法でメタス
テーブルイオンを用
いた定量分析。フュ
ーズドシリカキャピ
ラリカラム発表
GC/MS 法によるダ
イオキシン分析につ
いて報告。第一回ダ
イオキシン国際会議
開催

ダイオキシン分析に
ルーチンで
HRGC/HRSIM 法使
用。種々の環境対象
物からダイオキシン
検出

FDA)
通産省が PCB の製
造および使用を禁止
(日本)
都市ごみ焼却場から
ダイオキシンを検出
（オランダ）

ダイオキシンにより
米国 五大湖が汚染
される（米国）

都市ごみ焼却場から
ダイオキシン検出(日
本)
厚生省が専門会議を
開催

排ガス、工業用水・
工場排水中のダイオ
キシン類及びコプラ
ナ PCB の測定法 JIS
化

工業の発展による環境汚染が公害という社会問題として捉えられたのは、1970 年代であ
る。日本では有機水銀の体内での蓄積が原因となるいわゆる水俣病の発生が大きな社会問
題となったのが発端である。このような人工的な生産物を造る過程での副産物による災害
を防ぐためには、有害な物質の同定だけではなく正確な定量が必要である。このような極
微量の原子や分子の測定が可能な機器として分析機器が利用されるようになったが、その
定量性が厳しく問われることになった。計量の立場からみると、絶対標準がなく、測定値
が相対値に過ぎない分析機器による計量のためには、化学分析で組成が決定された標準試
料が必要である。更に、例えば微量計測の対象となる元素を含む被検試料(マトリックスと
いう)から、対象とする元素を効率よく分離する方法が必要となる。また。公害対策用の計
測機器は分析機器の測定機能と共に自動連続測定が必要となった。

B. 規則
2003 年に計量法の改正が ppt レベルの極微量物質の計量に関して行なわれた。このた
めに改正では計量単位の追加、極微量物質の計量証明の事業に対する認定制度の導入、計
量証明の位置付けの明確化等が行なわれる。そもそもこのような改正が必要となった背景
には①ダイオキシン類、②半導体プロセスにおけるアンモニアガス等の不純物、③発電所
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の水質管理における塩素等の腐食性物質、④内分泌撹乱物質(環境ホルモン)等の物質を１
兆分の１グラムレベルの測定濃度により計量計測を必要とする必要が高まったことによっ
ている。既にダイオキシン類に関しては大気汚染防止法、作業環境測定法、上水道法、廃
棄物関連法規等により許容される濃度が定められており、これらの許容濃度の上限はより
微量となる傾向にある。このため、こうしたレベルでの適正な計量をいかに確保するかが
喫緊の課題となっていた。

C. 方法
このような極微量物質の計量の特徴は、
①

計量の目的物質は単体で存在せず、ある物質中に一部の構成物質として含まれている
こと。

②

このような物質中に含まれる濃度(含有量)の測定計量は通常、分析機器で実施される
こと。

③

分析機器は絶対値の測定が困難なため、相対的な量を計測すること。

である。
このため、計量により適正な数値を得るためには、計量器としての分析機器の校正を行
うだけでは不十分である。特に規制の対象とする物質が広範囲に拡散している場合や、物
質中に含まれる量が測定を担う分析機器の検出限界と拮抗している場合には分析機器での
測定の前に様々な工夫をして適正な測定を可能とすることが必要になる。このためには、
分析機器の測定手順だけでなく、分析機器での測定の前後の前処理、データ解析について
も適正な手順を踏む必要がある。特に前処理は測定用の試料となる測定対象を含む物質の
サンプリングから分析機器での測定までの間に、手作業による過程等を含むためにこの間
の過程で試料そのものが採取した時と違ってしまう可能性等が指摘できる。また絶対値の
測定が困難な分析機器においては、
既知の濃度の試料を標準物質として用いる必要もあり、
このような特徴を考慮して認定制度が導入された。
計量法は基本的に計量単位について直接的に絶対量を測定する方法が主である。しかし
極微量分析は絶対値の計量ではなく、間接的な方法による計量となる。
これは
(ア)

計量の対象がダイオキシン等の分子であり、分子を識別する方法が限られるこ
と。

(イ) 測定をする分析機器では物質(分子)の同定と定量を行える条件に制限があること
である。
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我々が通常取り扱う物質のサイズに比べて分子１個の大きさは９桁も小さいために分子
の持つ様々な特性を計測することは難しい。通常、分子を同定するために利用できる分子
の性質は主として２つある。１つは分子が吸収、あるいは放射する特定の電磁波(通常は X
線から可視，近赤外、赤外光)を検出する方法である。これは分子の電子構造により固有の
波長の電磁波を吸収・放出する性質を利用するものである。
もう１つは分子の質量を測定する方法である。これは分子が固有の質量をもつ性質を利
用するものである。但し、分子は多数の種類があり、質量のわずかな違いを計測する必要
がある。極微量分析にはどちらの方法も利用可能であるが、ダイオキシン類のような分子
では質量を測定する方法が利用される。質量分析計では質量の僅かな違いを場所の違いと
して分離し、検出量を分子の量に換算する必要がある。これは分子を識別するために分子
をイオン化するが、質量分析計に注入された分子がすべてイオン化されるわけでは無いか
らである。また極微量の物質が含まれる物質は多数の異なる分子で構成させており、その
中には質量が計測対象とする分子に近いものも存在する可能性が多い。このため試料をそ
のまま質量分析計で測定しても目的とするデータは通常得られないのである。採取された
試料は前処理段階で抽出や濃縮等の化学的な操作により目的の物質を質量分析計で正確な
測定が可能な濃度に調整する。更に、質量分析計は通常、ガスクロマトグラフによって、
質量分析計の測定が最適に行えるように測定対象とならない余分な成分の分子を分離する。
最後に質量分析計で計測されるが、計測値は複数回の計測により標準偏差等のデータを導
いて参照し、十分に計測値の信頼性を確保する必要がある。
これらをまとめてダイオキシンの分析手順の概略を示すと以下のようになる。この分析
手順の中で分析機器が使用されるのは分析とデータ処理の工程のみである。
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ダイオキシンの分析手順
サンプリング

計測値に影響を与える項目
試料の状態による抽出効率の不均一性

↓
抽出
前処理

↓
濃縮

他の非検物、標準試料からの汚染

↓
精製

精製方法の適切さ

↓
分析

装置の性能限界に近い計測値の取り扱い

↓
データ解析

データ処理の方法

この分析プロセスを通じて、採取したサンプルが汚染される可能性がある。又，装置の操作
等でもデータが影響される可能性がある。計測分析時に真のデータが得られなくなる要因につ
いて図３−１に示した。
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バ リデ ー トされ た 分 析 方 法
試料採取
地 点 、時 間

採 取 量 ・速 度

分 解 ・反 応
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

試薬
採取操作
運 搬 ・保 存
運搬条件

運搬時間

保存条件

保存時間

分 解 ・反 応
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

サ ロ ゲ ー ト添 加

内部標準液添加

分 解 ・反 応
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

回収率

数値の取り扱い

分 解 ・反 応
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

部 品 、消 耗 品

精度

操作
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

維持管理
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

環境
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

部 品 、消 耗 品

精度

操作
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

維持管理
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

環境
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

部 品 、消 耗 品

精度

操作
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

維持管理
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

環境
ブ ラ ン ク ・コ ン タ ミ

試薬
保存前操作
前処理
試料量
試薬
前処理操作
機器分析
試料量
試薬
検量線

測定機器

前処理機材

採 取 ・保 存 機 材

バ リデ ー トされ た 運 用 下 に あ る
測 定 器 具 、機 材、機 器

※ 各 操 作 で 使 用 す る 全 試 薬 類 の 不 確 か さ の ま と め て 「試 薬 」と 表 記
各 操 作 で 発 生 す る 全 操 作 （例 ：希 釈 、 反 応 、 定 容 、 ベ ー ス ラ イ ン な ど ）の 不 確 か さ の ま と め て 「操 作 」と 表 記
各 測 定 法 に お け る 全 体 で の 再 現 性 な ど の 不 確 か さ の ま と め て 「精 度 」と 表 記

図 3−1 計測値の信頼性に影響を与える要因図

事例２．イムノアッセイ等を利用した食品中のアレルギー物質の表示制度
この事例は計量が前面には出てこない例である。がこれからの規制に対する検査分析
システムを考える上で参考となるものである。
A. 概要
花粉症や喘息などのアレルギー性疾患の原因となる物質は様々であるが、食物の
摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応に
よるものを食物アレルギー（Food Allergy）と呼んでいる。この免疫学的な防御反
応とは、私たちの体の中で異物（抗原）が入ってくるとこれに対して防衛しようと
する働きにより、抗体が作られるというもので、抗原の侵入に対して、この抗体が
よい方に働けば病気の発症を抑えて免疫ができる。しかしアレルギー体質を持って
いる人の場合、抗原の侵入に対して過敏な反応をし、血圧低下、呼吸困難又は意識
障害等、様々なアレルギー症状が引き起こされる。このアレルギーの原因となる抗
原を特にアレルゲンという。このアレルゲン物質を含む食品については、特定のア
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レルギー体質を持つ人の健康危害の発生を防止する観点から、今までに食物アレル
ギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案
して表示する必要性の高い小麦、そば、卵、乳及び落花生の５品目を含む加工食品
について、この 5 品目を含む旨を記載しなければならないこととなった。このため
の検査方法としてイムノアッセイ法が利用された。

B. 規則
近年、アレルギー物質を含む食品に起因する健康危害が多く見られ、こうした危
害を未然に防ぐために、表示を通じた消費者への情報提供の必要性が高まった。し
かし、これまでの食品に関する表示制度は、消費者が食品中のアレルギー物質の有
無を知るには不十分である。このような背景から、平成１１年３月５日の食品衛生
調査会表示特別部会における「食品の表示のあり方に関する検討報告書（平成１０
年度）
」により、食品中のアレルギー物質についての表示を義務付ける必要が指摘さ
れた。その後、食品衛生調査会表示特別部会は、平成１２年７月１３日に「遺伝子
組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示について」の報告書を公表
した。この報告書では、表示の方法を過去の健康危害などの程度、頻度を考慮して
重篤なアレルギー症状を惹起する実績のあった食品について、その原材料を表示さ
せる「特定原材料等の名称による表示」方式とし、実状調査をもとに２４品目の特
定原材料等を示している。 また、平成１１年６月には、ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品
規格委員会（コーデックス委員会）総会において、アレルギー物質として知られる
８種の原材料を含む食品にあっては、それを含む旨を表示することで合意され、現
在、加盟国で各国の制度に適した表示方法が検討されている。
このような国際的な動向も踏まえて、消費者の健康危害の発生を防止する観点か
ら、食品衛生法においても、アレルギー物質を含む食品にあっては、それを含む旨
の表示を義務付けることが必要であると考えられた。そこで平成 14 年 4 月から食
品衛生法関連法令の改正に伴い、省令で定められた特定原材料 5 品目（卵、牛乳、
小麦、そば、落花生）を使用した食品に対してその表示が義務付けられた。特定さ
れた５品目は、加工されないままでも販売がされているが、これら直接販売される
品目については目視で当然わかることから、加工食品が対象となっている。例えば
カップラーメンの類である。このため、表示をすることとともに、これらのアレル
ギー性食品のなかでアレルギーを起こす物質が含まれないことを示す為のスクリー
ニング検査の方法が規則として決められている。
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アレルギー物質を含む食品に係る表示について、表示義務違反となるのは、特定
原材料を原材料としているにもかかわらず、当該特定原材料を含んでいる旨を適切
に記載していない場合である。またこの規則ではアレルギー物質を含む食品として、
５品目に限られているが、食物アレルギーの実態及びアレルギー誘発物質の解明に
関する研究から、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、
牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りん
ご、ゼラチンの１９品目についても、特定のアレルギー体質を持つ方に、過去に一
定の頻度で重篤な健康危害が見られていることから、これらを原材料として含む加
工食品については、当該食品を原材料として含む旨を可能な限り表示するよう努め
るものであることという努力義務が含まれている。
また、食品中に含まれる食物アレルギーを誘発する量については健康危害防止の
観点から、特定原材料等の抗原（特定タンパク）量ではなく、加工食品中の特定原
材料等の総タンパク量に重きを置いている。 アレルギー症状を誘発する抗原量に
関しては、総タンパク量として一般的にはｍｇ／ｍｌ濃度（食物負荷試験における
溶液ｍｌ中の重量）レベルで確実に誘発しうるといえるが、数 µｇ／ｍｌ濃度レベ
ルでは、アレルギーの誘発には個人差があり、ｎｇ／ｍｌ濃度レベルではほぼ誘発
しないであろうと考えられていることで制定時の専門家の意見は一致しているとの
ことである。これを受けて、数 µｇ／ｍｌ濃度レベル又は数 µｇ／ｇ含有レベル以上
の特定原材料等の総タンパク量を含有する食品については表示が必要と考えられる
一方、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数 µｇ／ｍｌ濃度レベル
又は数 µｇ／ｇ含有レベルに満たない場合は、
表示の必要性はないこととしている。
さらに、微量原材料の記載の必要性の判断に関しては、製造段階のある点を基準
に判断することは、技術的にも難しく、また、ある点を基準にすれば、最終商品中
の特定原材料等の残存量にばらつきが出ることから、最終商品の中に残存する特定
原材料等の量によって判断することが妥当とされている。
ホームページ記載の説明では、
「今後食物中に残存するアレルギー物質に係る検知
法の開発では、加工食品中の特定原材料等のタンパク量を数 µｇ／ｍｌ濃度レベル
以下又は数 µｇ／ｇ含有レベル以下まで検出可能となれば、表示の必要性の有無を
確認するに十分な検知法となると考えています。
」となっており、更に今回の食品表
示研究班アレルギー表示検討会においては、多方面から御意見を伺ったところ、食
物アレルギーを起こしうるアレルギー物質の含有量は、数 µｇ／g レベルまでであり、
ｎｇ／g レベルでは、一般的には、アレルギー反応を誘発することは少ないであろう
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と考えられていることで意見が一致しましたが、厚生労働省としては、アレルギー
の誘発量に関して、現時点ではデータの蓄積が少ないため、今後も研究を行ってい
く予定です。と記載されている。

C. 方法(検査・規格)
平成 14 年 11 月 6 日に食発第 1106001 号により公定検査法「アレルギー特定原
材料含有検査」が通知された。
この検査方法についてはまず検査原則と試料調整法が述べられている。検査規
則ではあらゆる加工食品が検査対象検体として想定されるため、その性状により
測定結果が変動するので、これを縮小するための原則が述べられている。
この原則によれば、検査対象検体は 1 包装を 1 単位とし，可食部を試料として均
質化の操作を行う等が定められている。
検査は 1 次のスクリーニング検査が ELISA 法で、この場合の陽性の定義は定
量検査の結果、食品採取重量１ｇあたりの特定材料由来のタンパク質含量が 10μ
以上のものとしている。試料の必要量は 10〜20g で 1〜100μg が定量の範囲され
ているようである。確認検査は卵と乳がウエスタンプロット法でおのおの使用抗
体が定められている。小麦、そば、落花生は PCR 法である。
表３−２に検査の概要を示した。また、これらの検査システムのディシジョン
ツリーを表３−３に示した。この検査法では、加工食品中の品目によッてもデー
タに影響がでる。これについては偽陽性又は偽陰性を示す食品リストが添付され
ている。
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表３−２ アレルギー特定原材料含有検査の方法
スクリーニング検査

確認検査

測定物質 検査方法 所要日数

検査方法

卵

ELISA 法

ウエスタンブロット法

乳

ELISA 法

ウエスタンブロット法

小麦

ELISA 法

そば

ELISA 法

PCR 法

落花生

ELISA 法

PCR 法

14 日

所要日数

PCR 法

表３−３ ディシジョンツリー
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14 日

事例３ EU の WEEE 指令に伴う RoHS 指令
この事例については既に第 1 章，第 2 章に詳細な記載があるが、まだ計測・分析シ
ステムとして確立しておらず，現在進行形の事例である。
A. 概要
WEEE 規制について第１章に既に詳述しているように、廃棄された電気電子製
品のリサイクルに関する規制である。がこの規制が６種類の含有有害物質を規制す
る RoHS と組み合わされ、WEEE の規制と同時に製品中の含有有害化学物質を排
除する必要性から、供給サイドで問題となったものである。垂直型の系列色が強い
自動車産業の ELV 規制と同じ物質を規制の対象としていながら、電気電子産業で
問題視されるのは自動車産業に比して水平型の産業構造となっており、強力な部品
やデバイスのメーカー群が存在する一方で、多数の中小企業が中心となる部品等が
存在し、供給側と受け入れ側で含有有害化学物質に関して明示的な判断を必要とす
るからである。また、この規制が EU 指令として発布されたときには、この指令の
施行が実効的となるための試験法等についての裏づけがなかった為、規格について
は現在、IEC で検討中であり、また規制値や、試料の均一性の定義等も未決定であ
る。RoHS 規制が施行される予定は２００６年の７月であるが、この指令は EU 各
国での立法化が必要であり、現状で予定通り施行されるか不透明の部分も多い

B. 規則
RoHS に関する指令は 2003 年 2 月 13 日に発効した。使用禁止とされた 6 物質
については閾値が指定されていない。また、対象となるプリント基板等の均一性
についても指定されていない。視点を変えれば、規制の法律としてはなはだ不備
が多いものである。発効後、対象となる製品について、製品中に含まれる部品や
デバイスについて適用除外を必要とするものの関して現在 TAC（技術委員会）で
審議中である。

C. 方法(検査・分析)
含有有害化学物質の試験法については、規制値(閾値)が決まってないものの、閾
値に相当する量は精密に定量分析をするほど、微量ではなく成分の分析をする定性
分析よりはいくらか少量という値である。このため、いきなり精密な定量分析を行
うのではなくてスクリーニング検査と組み合わせる検査・分析システムが提案され、
2004 年 3 月より IEC/ACEA の ad hoc WG で normative text の作成ということ
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で審議が開始され、Working draft が作成された。2004 年 12 月に国際規格制定に
向けて IEC に TC111 技術委員会が設置され、この WG3 で ad hoc WG の議論を
引き継ぐ。このような検査・分析システムの構築では、分析法として精密分析法が
既に参考とすべき公定法があるのに対して、スクリーニング検査用には公定法はお
ろか参考に出来る規格がなく、まったく新規の規格を立案することとなっている。
また規格案の作成ではプリント基板等の均一性については法律で定めることなの
で触れず、また閾値についても法律でということで想定値を基に検討を行っている。

YES
サンプル
均一な物質
金属
プラスチックス
プリント基板

スクリーニング検査
EDXRF/WDXRF
サプライチェーンの過程
決められた条件下で
スクリーニング

閾値範囲
PASS 適合条件に
合致
Fail

YES

NO

不適合

精密分析

NO

様々な分析法の中から
適当な分析法を用いて
確立された手順で

PASS
Fail
閾値範囲

適合
サンプル
不適合
サンプル

図３−２ RoHS 対応の検査基準（案）

図３−２に示したのは当初の検査手順の案である。この案に対して、現在、修正
が加えられているので、この案が規格作成時の試験手順となる可能性は少ないが、
このような考え方をベースとして規格の立案が進んでいる。

３−１−２ 診断・スクリーニング検査・分析の位置付けが明確なシステム
事例で示したように今後の社会的な規制に対して、目的にあった計量をするためには、
用途に応じた機器を準備し、その機器に適合した規格を制定し、相対値しか得られない化
学計測に対して、標準試料等の基準となるものを用意していく必要がある。最終的な計量
値の信頼性はラボでの精密な定量分析を基礎にするとしても、簡便な診断から精密な定量
分析までを整合性のあるシステムとして構築することが必要となる。安心で安全な社会へ
の要望に対応して公布される規制法は、必ずしも分析法の現状について考慮せずに実施さ
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れることも予想される。このような事態を招かないためにも、基本的な考え方については
議論をしていくことが必要であると思われる。表３−４に診断、検査、分析についての特
性としてこのように区分案をまとめた。

表３−４ 診断・検査・分析の特性

診
断
検
査
分
析

目
的
検査をする必要性の
確認
規制値等の条件を満
足するかの確認
実際の含有量の確
認

測定者
任意

頻度
測定
コスト
定期的・ 分レベル 5〜20
頻度大
訓練を受け 定期的 時間レベ 100〜
た特定の人
ル
500
専門家
必要時 日レベル 10,000以
上

手順
マニュア
ル
規格

標準試料
場合によ
る
場合によ
る
公定規格 必要

３−２ 診断･スクリーニング検査に対する公定法等知的基盤の整備
事例にも示されているように、今後増加する様々な規制に対して対応するための分析法で
は主成分分析といわれるような量の計測から極微量の定量分析を必要とする微量成分の計測
までを駆使することが必要となる。
事例 3 で示した含有有害物質の規制は全生産プロセスのそれぞれの段階で当該物質の含有
量について把握する必要があることを示す。しかし生産プロセスの個々の段階で逐一，精密
な分析をすることはコストの面だけみても現実的ではない。既に事例でも示したように、ス
クリーニング検査のための機器と精密分析用の機器をうまく使い分けることが必要となる。
このように複数の分析法を利用する場合に例えばスクリーニング検査で得られた値と精密
分析により計量された値が著しく異なれば試験法の信頼性が疑われることとなる。このため
にはトレーサビリティーの確立が必要となるが、この場合には同一分析法でのトレーサビリ
ティーではなく、複数の分析法間でのトレーサビリティーが必要となる。このためには複数
の分析機器で使用できる標準試料の準備や前処理の整合性等、またスクリーニング検査法の
規格の標準的な体系等、第 2 章で述べた装置以外でも解決すべき課題がある。

３−３ 規制物質のリスクに対する社会的なコンセンサスについて
人類は今まで、自然に存在する物質から粉砕、分離、精製，合成等により様々な有用な物質
を作り出してきた。この中に含まれる成分は余分なものがあるかもしれないが大半は有用で含
有される意味があるものである。規制を実効性のあるものするためには、規制をする必要性に
ついての共通の認識をもつことが大切である、このような必要性についての共通認識を持つた
めの有力な方法が、物質の有害性についてのリスク評価にもとづいた定量的な指標である。
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前章までに EU 規制をはじめとする各種の規制を実効性の高い制度として社会に定着させる
ためには分析技術をベースとした化学計測法を体系的に整備し、システム化をすることが必要
となることを示した。しかし、一方で海外調査での報告にもあるように我々の生活を脅かすも
のとして含有有害物質の排除を行なうという理念に基いて、多数の物質が有害とされて規制の
対象とされようとしている。ところが、多数の物質を規制して使用不可能とすることには現実
的には多大な困難が伴う。ダイオキシンのような環境ホルモン物質の規制が有効になったのは
分析機器の性能向上等技術進歩の結果、
極微量の定量分析が可能となったからである。
しかし、
分析機器には技術的な検出限界があり、規制の対象としても、測定不可能であってもある量の
物質が存在する可能性があり、またこの物質が有害であればなんらかの危険がある可能性を排
除できない。
しかし、物質そのものが有害であることと、その物質に生活空間の中で接することとは、別
問題である。X 線等の放射線が我々に遺伝子レベルで影響を与えることはもう 50 年以上前か
ら既知である。しかし、この有害な X 線については、使用領域を制限するとともに、フィルム
バッジを装着することにより、暴露量を測定することによって危険性の評価が可能になってい
る。現在，問題視されている有害物質についても、有害なのか否か、危険なのか否かという議
論ではなく、危険性を定量的に評価することが今後必要となる。
既に規制物質のリスク評価については、自然寿命に対してどれだけ寿命が縮まるかを示す指
標(損命率)を定義し、この指標を比較することにより環境要因に対するリスク評価が行なわれ
ている。この指標は特に生命保険会社等でビジネスにも利用されている。このような定量的な
評価をより確実なものとしていくためには、有害物質の量を正確に計量することと、実際に人
間がどのくらい対象とする有害物質と接触するかを測定することが必要となる。
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提 言
第 1 章から第 3 章までの調査結果にあるように、社会的な規制に対応する計測分析法を機器
とともに提供するためには法律等ができてからでは遅い。社会的な規制が実施される潮流を十
分理解して、事前に準備をはじめることが必要である。このような視点に立って提言をまとめ
た。

１．トレーサビリティーの確立した検査・分析システム
地球温暖化に見られるように、環境問題の深刻化に対応する為に、各種の物質に対する規制
が増加する。これらの規制を実効性のあるものにするには、対象となる物質についての濃度等
の測定が必要となる。このため、測定対象物質の増加、測定の頻度の増加に対応して、
「トレー
サビリティーの確立した検査・分析システム」が必要となる。

２．スクリーニング検査用専用機の開発
トレーサビリティーの確立した検査・分析システムには、検査用の専用機が必要となる。
このようなスクリーニング用検査装置は、非破壊的で、ある程度の定量性が確保できる手法が
必要である。現状でこのような条件を満たす分析機器はあるが、汎用機として設計されている
ものが多い。短時間に多数の試料を検査する為には専用機が必要である。

３．前処理が自動化された分析システムの構築
分析機器により測定を行い、分析値を求めるには、サンプリング―前処理―測定―データ解
析という４つの過程を経る必要がある。この４つの過程の中で、手作業が多く、時間がかかる、
サンプリングから前処理の過程を自動化することにより、測定頻度の増加等のニーズに答える
ことが可能となる。

この 3 項目の提言にあるように、社会的な規制の効果をあげるための計測分析では機器の提供
だけでなくソル−ションが求められている。
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附属資料

１．アンケート結果

２．国内ヒヤリング結果

３．海外ヒヤリング結果
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１．アンケート結果

アンケート調査
（社会的規制の基礎となる計測・分析技術の直面する課題と将来展望に関する調査）

近年、社会の環境や、食品安全性に対する関心の高まりから、ディーゼルエンジン車をは
じめとする自動車排ガスの排出規制強化、EU の新環境規制（WEEE、RoHS）の導入、遺伝子組み
換え食品の規制等、より安全な社会実現を目指し、世界的な規模で各種環境規制の整備が進ん
でいる。
これら規制を実施するに当たっては、規制対象物質を定性的、定量的に測定し、規制に合致
するか確認する必要があるが、近年その規制はより低濃度に、より微少量化しているため高度
な計測・分析手法や高感度な計測・分析機器が必要となる。しかし、このような分析には多額
のコストがかかるため、信頼性が高く簡易な計測・分析手法を確立することが、求められてい
る。
そこで、社会的規制の基礎となる計測･分析技術の直面する課題と将来展望について、広く皆
様方のご意見をアンケート形式で集約して、今後のモバイル型分析装置の開発指針とすると共
に結果を報告書としてまとめることとした。
その結果、幅広い層の方々から回答を得ることができた。本章ではこれらのアンケート調査の
内容および集計結果について述べる。

（1）

アンケート内容

アンケート票はⅠ項が回答者の所属機関、事業所、業種及び業務内容に関するもの、Ⅱ項
は回答者の社会的規制の認知度の調査、Ⅲ項は社会的規制に対する計測・分析技術の実態調査
と将来の展望、最後にⅣ項ではその他として意見の記述等から構成されている。なお、秘密保
持のため、回答者の氏名・所属等を切離して、アンケートの集計を行った。

（2）送付先
アンケートの送付先は、昨年度（2003 年）分析展で開催された JAIMA シンポジウムに参加
された機関、分析化学会の会員、環境化学会の会員、全国衛生試験所、委員会委員が推薦した
研究機関及び民間企業、当事業に協力している（社）日本分析機器工業会の会員名簿を基にし
て、できるだけ広い分野から回答を得るように 594 箇所を選択した。本アンケートを 10 月中旬
に郵送した。11 月中旬を回答最終日とした回答総数は 201 件で、あらゆる業種から、回答を得
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ることができた。

（3）アンケートの集計と解析
回答票を設問別に集計して、可能な限り図表化を行い、集計結果についてのコメントを付
けて判り易くするように努めた。以下、各設問の順に従って集計結果について述べる。
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設問Ⅰ．回答されるあなたの所属、事業所、業種、業務内容についておたずねします。
該当する主要な項目に○印を付けて下さい。

Ⅰ．1 アンケートの送付先と回答状況
アンケートを、国公立研究機関（特殊法人を含む）
、自治体、社団・財団法人、民間企業およ
びその他に大別し集計した。アンケート票送付総数 594 件の内、回答を寄せていただいたもの
は 201 件であった。民間企業からの回答が全体の約 75%を占め、国公立研究機関（特殊法人を
含む）が 10％、自治体が 9％、社団・財団法人が 6％と続く。大学、その他の回答はえられな
かった。アンケートの部署別の発送数及び回答数を図Ⅰ-1 と表Ⅰ-1 に示した。

国公立研究
機関（特殊
法人を含
む）
10%
自治体
9%
社団・財団
法人
6%

民間企業
75%

図Ⅰ-1 アンケートの回答状況
表Ⅰ-1 アンケートの送付先と回答状況
国公立研究

自治体

社団・財団法人

民間企業

発送数

37

51

24

482

回答数

21

18

12

149

回答率

56.7%

35.3%

50%

30.9%

その他

Ⅰ．2 回答者の業種または分野
ここでは回答者の所属部署の業種または分野に関する回答をまとめた。
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合計
594

1

201
33.8%

特殊法人を含む国公立研究機関
21 人、自治体 18 人の、それぞ

情報通信
2%

れの業種または分野についての
内訳を図Ⅰ-2 に示した。衛生・
保健が 21 人、環境・資源が 20

その他
7%

薬学
2%
環境･資源
43%

人、薬学が 1 人、情報・通信が
1 人、その他が 3 人であった。
衛生･保健
46%

図Ⅰ-2 国公立研究機関、自治体の業種または分野

また、社団・財団法人 12 人、民
間企業 149 人の、それぞれの業
種または分野についての内訳を
図Ⅰ-3 に示した。受託分析業が
60 人、検査試験業が 31 人、分

食品
バイオ 2%
1%
その他
12%

電子機器
半導体
4%
1%

検査試験業
16%

析機器製造が 29 人と続く。

セラミック（含
むガラス､陶磁
器）
2%
建材
2%
鉄鋼･金属
4%
化学
6%

受託分析業
31%

医療機器製造
4%
分析機器製造
15%

図Ⅰ-3 社団・財団法人民間企業の業種または分野
今回、最も回答数が多かった民間企業回答者については、分析展シンポジウム参加者が対
象であったことから分析機器製造関係者からの回答が多かったが、分析機器関連にとどま
らず広く製造業一般に関心を持たれていることが分かる。
Ⅰ.3 回答者の主業務
全回答者の主業務について質問したもので、複数回答を含めて 242 件の回答があった（図Ⅰ
-4 回答者の主業務）
。この中で最多の業務管理 52 件は全体の 21%を占めていた。続いて、研
究職が 45 件（19％）
、分析業務が 40 件（17％）でこの 3 業務で全体の 57％を占める。
なお、その他の 24 件（8％）には企画管理、企画、マーケティング、企画調整、経営企画、環
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境管理、経営､技術、広報業務､事務職、施設管理､品質システムなどがあった。

検査試験業
務
10%

その他
8%

研究職
19%

製造管理
1%

品質管理
3%
分析業務
17%

営業
9%

製品開発
6%

情報収集･調
査
6%

図 1-4 回答者の主業務

90

業務管理
21%

Ⅱ 現在の国内の社会的規制全般についておたずねします。
Ⅱ.1 あなたは、シックハウスあるいはシックスクールという言葉を聞いたことがありますか？

最初の設問として、国内の社会的規制について質問した。その代表としてシックハウスあるい
はシックスクールという言葉を用い、
その言葉を耳にしたことがあるかどうかの質問であった。
回答者 201 名中 201 名（100%）が言葉を「聞いたことがある」という回答であり、言葉につい
ては極めて高い認知度であることが分かった。

Ⅱ.2 あなたは、シックハウスあるいはシックスクールの具体的内容をご存知でしたか？

引き続いて、シックハウスあるいはシックスクールの具体的内容ということで、その内容の知
識について尋ねた。
201 名中 191 名（95.0%）が「知っている」
、9 名（4.5%）が「知らない」
、1 名（0.5％）が回答
なしという結果であった（図Ⅱ-1）
。設問 1 で「
（言葉を）聞いたことがある」と答えた回答者
と「知っている」と回答した割合を比較すると 5％の乖離が見られた。言葉は聞いたことがあ
るが、内容まで知らなかったということと推定され、メディアの影響と考えられる。

知らない
4%

無回答
0%

知っている
96%

図Ⅱ-1 シックハウスあるいはシックスクールの具体的内容の認知度
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Ⅱ.3 あなたは、シックハウスあるいはシックスクールの規制物質に対する測定・分析になんら
かの関連がありますか？
この設問は、回答者が国内の社会
的規制との関わりを前提として、
シックハウスあるいはシックスク

無回答
1%

ールの規制物質に対する測定・分
析になんらかの関連があるかどう

ある
60%

ない
39%

かを聞いたものである。集計結果
を図Ⅱ-2 に示す。201 名中 122 名
（60.7%）が「関連がある」
、79 名
（39.3%）が「関連がない」という
結果であった。

図Ⅱ-2 シックハウスあるいはシックスクールとの関連

Ⅱ.4 あなたは、シックハウスあるいはシックスクールの規制物質に対する測定・分析に対し、どの
ように対処していますか？（Ⅱ.3 の設問であると答えた方にお聞きしています。）
この設問はⅡ.3 の設問であると答えた 120 人の回答者にその対応を聞いたものである。回答数
は 105 件あり、その内、自主分析をしているとの回答が 90 人（85.7％）
、購入先で分析してい
るとの回答が 12 人（11.4％）
、購入先で作成した分析リストをベースに自主分析（抜き取り等
によるモニタリング）していると
の回答が 3 人（2.9％）であった。
その他として本件の受託分析をし
ているが 4 人（3.7％）
、シックハ

購入先で作
成した分析
リストをベー
スに自主分
析している
3%

購入先で分
析している
11%

ウスあるいはシックスクールの規
制物質測定機器の製造・販売が２
人（2％）あった。
自主分析し
ている
86%

図Ⅱ-3 測定・分析の対処方法
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Ⅱ.5 あなたは上記したシックハウスあるいはシックスクール規制の他にどのような社会規制に関連
していますか？
（環境関連、食品関連、労働災害関連、飲料水関連、その他、関係していないから選択）

この設問はシックハウスあるいはシックスクール規制の他に関連する社会規制を聞いたもの
である。
「環境関連、食品関連、労働災害関連、飲料水関連、その他、関係していない」の６項
目から選択回答をもらった。
346 件の回答があり、
その内、
環境関連が最も多く 141 件
（40.8％）
、
次いで飲料水関連が 72 件（20.8％）
、食品関連が 40 件（11.6％）
、労働災害関連が 39 件（11.3％）
と続いた。その他が 12 件あり、薬事法、医薬品開発、アセスメント、家庭用品規制法などがあ
った。なお、関連していないが 40 件（11.6％）あった。

その他
4%

関連していない
12%

飲料水関連
21%

環境関連
40%

食品関連
12%

労働災害関連
11%

図Ⅱ-4 関連している社会規制

Ⅱ.5 どのような規制（分析対象）に関連していますか？またそのような項目（物質）にお使い
ですか？ … 設問 4 で「①〜⑤関連している」の回答者が対象
この設問はどのような規制と関連しており、どのような分析対象物（試料）を分析しているか
を具体的に尋ねたものである。ここでは記載された項目を全て記した。重複している項目が多
いほど関連している規制と分析対象物が多いということになる。
やはり、
環境関連が最も多く、
次いで、水道水関係、土壌関係となっている。
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表Ⅱ-1 国内の社会規制関連項目
社会的規制

分析対象物

件数

大気汚染防止法

ＮＯｘ、ＳＯｘ、ばいじん、ＨＣｌ等

27

飲料水水質基準（水道法）

水質基準項目 50 項目他

24

水質汚濁防止法

生活項目、健康項目、河川、海域等の環境基

23

準項目
作業環境測定基準（労衛安全衛生法）

バイジン、有機溶媒他

21

土壌汚染対策法

シアン、六価クロム、ヒ素、PCB 等、VOC、第

17

1､2､3 種有害物質等
水質環境基準

鉛、カドミウム､水銀、BOD,SS,ｐH 等

12

悪臭防止法

臭気指数、NH4､メチルメルカプタン等

10

ダイオキシン対策特別措置法

ダイオキシン類

10

建築物における衛生的環境の確保に関

顧客依頼の室内空気環境、飲料水検査

8

大気環境基準

基準項目,優先取組み物質

7

シックハウス、シックスクール、室内

ホルムアルデヒド、トルエン、ｷｼﾚﾝ、スチレ

6

空気

ン、室内中ＶＯＣ、重金属等

ＲｏＨＳ

鉛、カドミウム､六価クロム、水銀、ＰＢＢ，

する法律

5

ＰＢＰＥ
食品衛生法

食品中の微生物、有害重金属、残留農薬、食

3

品添加物等
学校衛生基準

プール中の残留塩素等

3

家庭用品規制法

法規制の有害物

3

廃棄物の処理及び清掃に関する法

一般廃棄物、産業廃棄物、重金属関係の溶出

3

試験など
下水道基準

基準項目

2

産業廃棄物

アルキル水銀､チウラム、シマジン、チオベン

2

カルブ等
環境アセスメント法、廃棄法

アセスメント、廃棄物処理装置

2

残留農薬

食品原料、製品、ヒ素、鉛等

2
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薬事法

健康食品中の医薬品等

ELV

2
1

EU,WEEE,RoHS 指令

電子材料中の有害重金属規制

1

ISO1401、9000、17025

測定について全て

1

ＰＣＢ含有廃棄物処理

油中低濃度ＰＣＢ

1

WEEE/ROHS

プラスティック中の Cd 他

1

温泉法

飲泉中のヒ素等

1

環境計量証明対象物質全般

同左

1

揮発性物質削減

トルエン、キｼリン、オゾンなど

1

グリーン購入

有害物質(重金属等）

1

計量法濃度、騒振

測定について全て

1

工業用水基準

基準項目

1

自動車リサイクル法、自工会自主基準

Ｐｂ，Ｈｇ，Ｃｄ，Ｃｒ6+

1

事務所規則

室内中の浮遊粒子数等

1

焼却炉排ガス規制

ダイオキシン、コプラナ PCB

1

肥料

1

浴槽水

1
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Ⅲ.1 あなたは、RoHS あるいは WEEE という言葉を聞いたことがありますか？
これは海外の社会的規制について、
質
問した。その代表として今問題になっ

聞いたこ
とがない
37%

ている RoHS あるいは WEEE という言葉
を用い、その言葉を耳にしたことがあ
るかどうかの質問であった。回答者
201 名中 126 名（62.7%）が言葉を「聞
いたことがある」という回答であり、

聞いたこ
とがある
63%

75 名（37.3％）が「聞いたことがない」
であった。

Ⅲ-1 RoHS あるいは WEEE の認知度

Ⅲ.2 あなたは、RoHS あるいは WEEE の具体的内容をご存知でしたか？

引き続いて、RoHS あるいは WEEE の具体的内容ということで、その内容の知識について尋ねた。
201 名中 99 名（49.3%）が「知っている」
、98 名（48.8%）が「知らない」
、4 名（2.0％）が回
答なしという結果であった（図Ⅲ-2）
。設問 1 で「
（言葉を）聞いたことがある」と答えた回答
者と「知っている」と回答した割合を比較すると 13％の乖離が見られた。言葉は聞いたことが
あるが、内容まで知らなかったということと推定され、メディアの影響と考えられる。

知らない
49%

無回答
2%

知っている
49%

図Ⅲ-2 「RoHS あるいは WEEE」の技術内容の把握
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Ⅲ.3 あなたは、RoHS あるいは WEEE の規制物質に対する測定・分析になんらかの関連があ
りますか？
この設問は、回答者が海外の社会的規制との関わりを前提として、RoHS あるいは WEEE の規制
物質に対する測定・分析になんらかの関連があるかどうかを聞いたものである。集計結果を図
Ⅲ-3 に示す。201 名中 73 名（36.3%）が「関連がある」
、122 名（60.7%）が「関連がない」
、6
名（3.0%）が無回答という結果であった。
無回答
3%

ある
36%

ない
61%

図Ⅲ-3 RoHS あるいは WEEE の分析との関連

Ⅲ.4 あなたは、RoHS あるいは WEEE の規制物質に対する測定・分析に対し、どのように対処して
いますか？（Ⅲ.3 の設問で関連があると答えた方にお聞きしています。）
この設問はⅢ.3 の設問であると答えた 73 人の回答者にその対応を聞いたものである。回答数
は 105 件（重複回答あり）あり、その内、自主分析をしているとの回答が 49 件（67.1％）
、購
入先で分析しているとの回答が 5 人（6.8％）
、購入先で作成した分析リストをベースに自主分
析（抜き取り等によるモニタリング）しているとの回答が 4 人（5.5％）
、無回答が 15 人（20.5％）
であった。
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購入先で作成
した分析リスト
をベースに自
主分析してい
る
5%

無回答
21%

購入先で分析
している
7%

自主分析して
いる
67%

図Ⅲ-4 測定・分析のの対処方法

Ⅲ.5 あなたは上記した RoHS あるいは WEEE の規制の他にどのような社会規制に関連しています
か？ （環境関連、食品関連、労働災害関連、飲料水関連、その他、関係していないから選択）
この設問は RoHS あるいは WEEE 規制の他に関連する海外の社会規制を聞いたものである。環境
関連、食品関連、労働災害関連、飲料水関連、その他、関係していないの６項目から選択回答
をもらった。180 件の回答があり、その内、環境関連が最も多く 44 件（24.4％）
、次いで食品
関連が８件（4.4％）
、飲料水関連が 7 件（3.9％）
、労働災害関連が 4 件（2.2％）と続いた。そ
の他が 14 件あり、薬事法、医薬品開発、アセスメント、家庭用品規制法などがあった。なお、
関連していないが 103 件（57.2％）あった。

環境関連
24%

関連していな
い
58%

食品関連
4%

労働災害関連
2%
その他
8%

飲料水関連
4%

図Ⅲ-5 海外の社会規制への関連
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Ⅲ.6 どのような規制（分析対象）に関連していますか？またそのような項目（物質）にお使い
ですか？ … 設問 5 で「①〜⑤関連している」の回答者が対象

この設問はどのような規制と関連しており、どのような分析対象物（試料）を分析しているか
を具体的に尋ねたものである。ここでは記載された項目を全て記した。重複している項目が多
いほど関連している規制と分析対象物が多いということになる。
やはり、
環境関連が最も多く、
次いで、水道水関係、土壌関係となっている。なお、この表に記載されている略号、語句の説
明を表Ⅲ-2 に示した。
表Ⅲ-1 関連している社会規制
社会的規制

分析対象物等

件

RoHS

Cd,Pb,Hg,CrO3

5

ELV 指令

カドミウム､鉛､水銀､六価クロム

4

USA(CA)州法、PROPOSITION65 鉛,塩ビコード・ケーブル類の鉛

3

76/769/EEC 規制

アスベスト、PBB,PBDE、アゾ染料

2

EMC 指令

分析機器の電磁波コンパティビリティー

2

飲料水水質

飲料水水質,RO 膜等を使用した原水、工程水、浄水

2

エンジン排ガス規制

Noｘ、THC,PM,CO

2

ドイツ日用品規制令

塗料中のアゾ顔料、アゾ染料

2

プラスティック製品

Pb,Hg,Cd,Cr6+

2

3-MCPD

しょうゆ、食品

1

ASTM

材料規格判定等

1

CE,UL

1

EPA 関係

環境汚染物質

1

FAO,WHO

食品添加物

1

FDA 対応

医薬品

1

IEC,FDA,CE マーキング

1

MDD

電磁波

1

PCB 含有廃棄物処理

油中低濃度 BCB

1

TSCA

ポリマー関連

1

VOC（ホルムアルデヒド）

機能性フィルム

1
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VOC 排出

VOC 類

1

依頼分析

自動車関連部品の保証

1

環境関連全て

ほとんど全ての物質

1

環境基準など

PCB など

1

環境基本法

大気排水などの有害物､騒音等

1

規格への適合

1

客先要望

塗料中鉛、カドミウム

1

客先要望

部品､材料中の水銀

1

京都議定書

CO2

1

車排気規則

Noｘ、CO,HC

1

原材料分析

Pb,Hg,Cd,Cr6+

1

材料中の鉛等

1

食品

輸入食品､残留農薬

1

水質規制

ｐH 等

1

ダイオキシン規制

大気、水質のダイオキシン

1

中国 WEEP 環境規制

EU の WEEE&RoHS とほぼ同じ

1

電気電子部品の有害金属
米国水銀規制

1
ランプ等の水銀

1

包装、包装廃棄物指令
労働安全衛生法

1
作業場内の粉じん､有機溶剤等

1

表Ⅲ-2 用語・語句の説明
用語・語句
3-MCPD

説

明

発ガン性物質の名前。英国食品基準庁が中国製の醤油の中に 3-MCPD が含
まれていることを公開。ESF（ヨーロッパ食品化学委員会）による規制指
令。

76/769/EEC 規制

「危険な物質及び調剤の上市（マーケッティング）と使用制限に関する理
事会指令」で人や自然にたいし対し危険と見なされる特定の危険物の使用
及び上市（マーケッティング）を、規制及び制限することで、本指令付則
にはこの条件だけでなく、この指令が定める措置によりカバーされる製品
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リストが記載されている。1936 年以降、修正指令により対象物質の追加
がなされ、規制内容も様々である。26 次修正（2003/53/EC)でノニルフェ
ノールなどを追加。
94/62/EC

EU の包装および包装廃棄物指令。包装廃棄物による環境汚染の軽減及び
防止を目指し、1994 年に制定され、併せて包装廃棄物に関する加盟各国
の規制が域内貿易の支障とならないよう、制度間の調和を図ることも目的
としている。

ASTM

ASTM ： AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS の略。ASTM 規格
は、材料と製品の性質または構造を決定するために使われる。これらは、
設計者が必要とするサプライヤーの間での処理、規格化、不可避の副生成
物、およ び技術データ情報として使われる。

EMC

CE マーキングの指令のひとつ。ElectroMagnetic Conpatibility の略
電子機器それ自体及び周辺の電子機器の健全な動作保証の実現。

EMC 指令

Electromagnetic Compatibility/電磁気両立性

概要 ： 電磁気両立

性の略称。電磁適合性とも呼ばれる。ヨーロッパでは、ヨーロッパ規格(EN)
をベースに多数の国際規格を発行するとともに、EMC 指令(89/336/EEC)に
よって矯正法規化しており、日本から輸出する場合に影響を与えている。
電気および電子機器は、他の機器やシステムの動作に影響を与える電磁波
からの干渉に対する保護、安全・確実な作動の保証を意味する。
FAO

FAO：Food and Agriculture Organization of the United Nations=国際
連合食糧農業機関の略。主な活動内容は開発途上国への農村開発援助な
ど。

FDA

Food and Drug Administration （アメリカ食品医薬品局）の略。FDA（Food
Drug Adminitration）は、米国厚生省（DHHS: Department of Health and
Human Services）に属しており、食品、化粧品、医薬品、医療器具、放射
線を発する製品、さらに動物薬，飼料において、それが正しく使われるよ
う情報を提供し、それらの安全性を確保しすることでアメリカ国民の健康
に対し責任を負っている．職員数は全部で 9,000 人を擁する、連邦食品・
医薬品・化粧品法（the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act）などの
行使によりアメリカの消費者保護を課せられたパブリックヘルス(公衆保
健)のための行政機関である。
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IEC

International Electrotechnical Commission （国際電気標準会議）の略

IFRA

The Research Institute for Fragrance Materials の略。香料製品の安
全性をチェックするために 1966 年に設立された国際的 NPO 組織。香料会
社より提出される単品香料を評価する。

Kosha

「食餌規定」とも訳され、ユダヤ教に基づく食べ物の制限である。血のし
たたる肉の制限やエビなどの様に鱗のない魚介類の制限などが該当する。
ラビ（長老会議）で適合性の認証を得られれば、コーシャマークを付ける
ことができる。

MDD

CE マーキングの指令のひとつ

Medical Device Directive の略

米国プロポジショ 米国カリフォルニア州の州法で、プロポジション 65 という環境条例。1986
ン

65 年安全飲料水および有害物質施行法。企業は発癌物質を排出してはならず

（Proposition65）

生涯リスクで 10 万人に 1 人以下とは認められないレベルの発癌物質に市
民を曝露させると考えられるときは報告しなければならないとした。食器
やケーブル中の鉛などが該当。

RIFM

The International Fragrance Association の略。全世界の香料産業の健
全な発展を図る目的で 1973 年に設立された国際的な香料製造業の団体。
本部はジュネーブにある。

RoHS

電気電子機器に使用する特定有害物質の制限に関する指令）、詳細省略

SFDA

中国国家食品薬品監督管理局のこと。健康食品の有効性と安全性の認定・
監督薬品生産に関する品質管理規格
（GMP 認証）
を交付している。
GMP： Good
Manufacturing Practice の略 「医薬品の製造及び品質管理に関する基
準」

TSCA

TSCA：Toxic Substances Contorol Act＝有害物質規制法の略。TSCA は、
米国環境保護庁(EPA)の定めた化学物質の評価、届出、登録等に関する基
本法で、カナダ、EU をはじめ世界各国における化学物質管理の基本にな
っています。

VOC 排出（室内環境 Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物） の略。 VOC による
として）

シックハウス症候群などがよく知られる。WHO 並びに主要先進国での室内
環境基準が以下のように示されている。WHO 並びに主要先進国での室内環
境基準が以下のように示されている。WHO: ホルムアルデヒド（０．０８
ｐｐｍ）と TVOC（５００ug/m3）の基準値が示されている。ドイツ：職業
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空間について VOC の規制あり。アメリカ：ホルムアルデヒド（０．１ｐｐ
ｍ以下）、EPA によるガイドラインオーストライア：ホルムアルデヒド（０．
１ｐｐｍ以下）、TVOC 連邦審議会がガイドラインを策定している。
環境基本法

環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者
及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計
画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に
寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とした法律。

京都議定書

先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国
毎に設定し、国際的に協調して、目標を達成するための仕組みを導入（排
出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施など）又、途上国に対して
は、数値目標などの新たな義務は導入しない。数値目標等は、★対象ガス ：
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6
林等の吸収源による温室効果ガス吸収量を算入

★吸 収 源 ： 森

★基 準 年 ： １９９

０年 (HFC､PFC､SF6 は、1995 年としてもよい） ★目標期間 ： ２００
８年から２０１２年

★目標 ： 各国毎の目標→日本△６％、米国△

７％、ＥＵ△８％等。 先進国全体で少なくとも５％削減を目指す。
建築法 VOC 拡散量規 2003.7 施行の改正建築基準法でホルムアルデヒド及びクロルピリホスに
制

対する放散のおそれがある建材に関しての使用制限又は使用禁止を定め
る。

中国 WEEP 環境規制

廃電気電子製品（Waste Electrical and Electronic Products,WEEP)汚染
防除技術政策（環境保護総局主管）はリサイクル等に関係したガイドライ
ンで法的拘束力はないと思われる。現在作成中である。ほかに中国版 WEEE
（廃棄家電と電子製品の回収・処理・リサイクル管理弁法、国家発展改革
委員会主管）が 2006 年を目途に導入される予定である。

ドイツ日用品規制 アゾ基が開裂することによって、規定されている芳香族アミン（特定アミ
令

ン）を生成するアゾ染料を含む日用品；アゾ顔料を含む日用品」の製造、
輸入、販売の禁止。分析方法は食料品と日用品法の３５章（Amtliche
Sammlung

von

Untersuchung

svew

fahren

nach

-

§ 35

des

Lebensmittel-und Bedarfsqeqesustande gesetz , §35-LMBG)に記載さ
れている。
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米国水銀規制

米国バーモント州水銀規制（水銀ラベル規制）や包装材の重金属規制（Pb，
Cd，Hg，Cr6+が対象で濃度合計が 100ppm。Connecticut 州、Massachusetts
州など北東部８州が共同取り組み。事実上は全米適用されている）。

労働安全衛生法

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）と相まつて、労働災害の防止のため
の危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を
講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職
場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形
成を促進することを目的とした法律。

原材料分析

Ⅲ.7

RoHS に含まれる

海外諸国でもいろいろな規制が課せられています。あなたに関連する規制はあります

か？

海外諸国の規制についての質問である。あると答えた人は 32 人（16.2％）
、ないと答えた人は
150 人（75.8％）
、無回答は 16 人（8.0％）であった。

Ⅲ.8 それはどこの国のなんという規制ですか？化学物質に関係するものを記載ください。…
設問 7 で「ある」の回答者が対象

この設問は前の設問 7 であるという答えをいただいた人への質問で、その規制の国と規制につ
いて調べた。

表Ⅲ-3 関連する海外の社会規制の詳細
国名

規制名称等

件

EU

RoHS

8

EU

ELV 規制

5

EU

危険な物質及び調剤の上市と使用の制限に関する指令

3

EU

WEEE

3

EU

Reach

2

EU

CE

1
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EU

アレルゲン

1

EU

Commission Regulation

1

EU

アゾ規制

1

EU

電池指令/包装廃棄指令

1

EU

76/769/EEC

1

EU

94/62/EC

1

EU

化学物質登録

1

EU 他

ISO

1

OECD

バイオサイドの Directive

1

USA

化学物質登録

1

USA

UL

1

USA

Pb 溶出規制（食器）

1

USA

包装材重金属規制／大気浄化法

1

USA

TSCA のポリマー免除則

1

USA（CA）

車排気規制

1

欧米

RIFM,IFRA

1

オランダ

環境有害質令

1

各国

環境基準、排出基準

1

カナダ

特定の有害物質の禁止規則

1

カナダ

化学物質登録

1

韓国

化学物質登録

1

世界

POPｓ（ストックホルム条約）

1

中国

SFDA

1

中国

化学物質登録

1

デンマーク

化学物質規制法／電池指令

1

ドイツ

化学品禁止/日用品規則

2

ドイツ

ダイオキシン規制

1

ユダヤ関係

Kosha

1

Ⅲ.9 それはどのような試料と物質ですか？
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質問 8 に続く質問である。海外の規制の分析対象物と測定成分について調べた。
表Ⅲ-4 海外の社会規制物質
分析対象物等

測定成分

自動車部品

Pb､Hg､Cｄ､アスベスト、PBB,PBDE 等

アレルゲン物質

指定成分

香料物質

安全性規制

自動車部品

Pb､Hg､Cｄ､Cr6+

プラスティック、ゴム

Pb､Hg､Cｄ､Cr6+

無機･金属

Pb､Hg､Cｄ､Cr6+

プラスティック

Pb､Hg､Cｄ､Cr6+

しょうゆ、タンパク加水分解物

3-MCPD

フッ素化合物

フッ素

電子部品、機構部品（鉄、銅、アルミ、ABS 他） 鉛、Hg､Cｄ､Cr6+他 RoHS 物質
プラスティック中

Cd,Hg,Cr6+,Pb,PBB,PBDE,JEITA 29 物質

食品中

ダイオキシン類

生物中

残留農薬

血液中

薬物量

電気電子部品中

Pb､Hg､Cｄ､Cr6+、PBB,PBDE

大気、水、土壌その他

環境基準項目

電子材料

Cd,Hg,As,Pb,Cr

樹脂、塗料

モノマー

食器中の鉛溶出

鉛

酸素分析計セルの陽極

カドミウム

ポリマースキーム

GPC 測定

環境、食品関連

残留農薬

ハーネス

臭素系難燃材

塗料、アルミ部品

炭酸鉛、水酸化炭酸鉛、硫酸鉛

PVC,エポキシ樹脂、塗料等

カドミウム

自動車部品

鉛、水銀、六価クロム、カドミウム

包装材

鉛、水銀、六価クロム、カドミウム
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Pb､Hg､Cｄ､Cr6+、PBB,PBDE

電子電気機器
化学物質全般
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Ⅳ 各規制に対する分析データの取得についてお聞きします。
Ⅳ.１ 分析についてはどのように行っていますか？

この設問は分析のデータの取
得についてより詳細に調査する

無回答
3%

その他
11%

意図で行ったものです。
自社内での取得と答えた人は

自社内で
実施
43%

84 人（43％）
、外部に委託と答

内容によ
り内部と外
部委託で
実施
31%

えた人は 24 人（12％）
、内容に
より内部と委託と答えた人は
62 人（31％）
、その他が 22 人
（11％）であった。なお、無回

外部に委
託
12%

答が 6 人あった。

図Ⅳ-1

分析データの取得

Ⅳ.2 1 の設問のお答えの理由はなんですか？

この設問は
１の設問の理
60

由を問うたも
のです。その

1
1

50

1

理由を、順位

していただい

件数

30

た。理由の 1
位は分析ノウ
ハウが必要、
2
位はコストの
ため、3 位は
特殊な機器が

1

40

を付けて回答

1
1

20

1
1
2

10
0
1

2
2 2

33

4

5

その他
イニシャル投資が必要
特殊な機器が必要
2
4
5
オペレーターがいない
3
4
5
3
稼働率が低い
2 2
4
5
項目
分析ノウハウが必要
4
5
コストのため
3
4
5
2
機密事項があるため
3
4

2

3

3 3

44

5

5

順位

必要と続く。
図Ⅳ-2 分析データ取得に関する理由
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5

Ⅳ.3 あなたの関連部署では試験所認定を受けていますか？

分析データの認証や海外での提示デー

無回答
9%

タの信頼性などにおいて試験所認定取得

ある
23%

は重要であるとの認識がある。特に海外
でのビジネスを考えるなら、
必然に近い。
今回、
この認定の状況について調査した。
試 験 所 認 定 を 受 け て い る が 47 件
（ 23.4 ％ ）、 受 け て い な い が 136 件
ない
68%

（67.7％）であった。その他、無回答が
18 件あった。

Ⅳ-3 試験所認定の有無

Ⅳ.4 結果の保証（分析精度の維持）はどのようにしていますか？

分析データの精度を確保するために、日頃より、分析技術の確保・維持が重要である。分析に
関連する施設での日頃の取り組みを調査した。
「定期的に内部精度管理を実施している」が最も
多く、103 件（39％）で、次いで「第 3 者による外部精度管理を実施している」が 90 件（34％）
、
「SOP の見直しを実施している」が 56 件（21％）となった。その他も 16 件（6％）あり、その
中には、国・協会・業界でのクロスチエックに参加や協同実験に参加などがあった。

SOPの見直
しを実施して
いる
21%

その他
6%

第３者による
外部精度管
理を実施し
ている
34%

定期的に内
部精度管理
を実施して
いる
39%

図Ⅳ-4

結果の保証
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Ⅳ.5 現状の分析に対するコストについてお聞きします。
Ⅳ.5.1 現状、分析に要するコストは如何ほどですか？ また、如何ほどが妥当と考えますか？

コストは分析対象（試料や分析対象項目）により、サンプリング、前処理、測定、データ解析
などが異なり、統一的に述べるのは困難である。また、分析を依頼する側と受ける側でも当然
回答が変わってくる。今回の調査から見られた結果は、分析を依頼する側は現状のコストに対
し、1/2〜1/3 のコストを希望している。一方、分析を受ける側は現状のコストに対し、2 倍程
度のコストを希望している。このような考えの差が出る理由として、企業の上層部に、分析に
コストをかけない・かからないという認識があるため、担当者に圧力がかかり、依頼する側に
も受ける側にも不満が残ると推察される。

Ⅳ.5.2 機器について

機器のコストについて調査を行った。
Ⅳ.5.3 人件費について機器のコスト

無回答
36%

に対する回答は
「高い」
が 104 件
（53％）
、
「妥当」が 22 件（11％）
、無回答が 72

高い
53%

件（36％）で、安いは 0 件であった。
意見として、
「必要のない機能のために
高いコストになっている。そのため国

妥当
11%

内品でなく海外品を導入することもあ
る。
」
「使用頻度が高くないので 1 回あ
たりの分析費用にすると高価になる。
」などがあった。

図Ⅳ-5 機器のコスト

Ⅳ.5.3 人件費について
Ⅳ.5.1 現状、分析に要するコストは如何ほどですか？ また、如何ほどが妥当と考えますか？

人件費について調査を行った。
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人件費に対する回答は
「高い」
が 62 件
（31％）
、

無回答
41%

「妥当」が 46 件（23％）
、安いが 10 件（5％）
で、無回答が 80 件（40％）であった。意見と

高い
31%

して、
「ルーチンとしての分析に比べて段取り
等が異なり高価になる。
」
「年齢が高くなって
いる」
「分析単価が安いため安くならざるを得

安い
5%

ない」などがあった。

妥当
23%

図Ⅳ-6 人件費のコスト

Ⅳ.5.4 メンテナンスについて

機器のメンテナンスコストについて調査
を行った。

無回答
37%

機器のメンテナンスコストに対する回答
は「高い」が 95 件（48％）
、
「妥当」が

高い
48%

28 件（14％）
、無回答が 72 件（36％）で、
安いは 1 件であった。意見として、
「来社
してメンテナンスする人件費が非常に高

安い
1%

い。メーカーによって 1 日あたりの人件

妥当
14%

費がかなり異なる。
」
「限られたメーカー
図Ⅳ-7 メンテナンスのコスト普

が実施しているため高額。
競争が望まれる。
」などがあった。

Ⅳ.６ 現状の分析に対する時間についてお聞きします。
現状、分析に要する時間は如何ほどですか？また、如何ほどが妥当と考えますか？

分析時間は分析対象（試料や分析対象項目）により、サンプリング、前処理、測定、データ解
析などが異なり、統一的に述べるのは困難である。そのため、本アンケートに記載された内容
を相対的に述べるにとどめる。現状が妥当な時間と考える人が約 30％、1/2 にするが約 50％で
あった。また、自動化をさらに進めて欲しいとの意見もあった。
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Ⅴ 何かご意見があれば、ご記入ください。

21 件の分析機器メ−カ−に対する意見があった。
以下にその内容を示す。
表Ⅳ-1 分析機器メ−カ−に対するご意見等
No

ご意見

1

分析会社そのものに対するアンケートになっていないので正確に回答できない。

2

塗料のような有機･無機物混合､液体､固体・・・などの複合体中の微量目的成分の分析は前処
理などの影響が大きい。より簡易で信頼性の高い前処理方法も望まれる。

3

設問５について、漠然としているため回答できません。
（例として機器により高いものもあれ
ば妥当なものもある）全体として記入要綱が必要と思われます。

4

委託者の選択が入札方式となり、ISO 等の認定機関では要求事項を満足するために落札率が
低下した。委託者が入札参加機関の精度管理及び発注業務の実績等を調査すべきと考える。
一定の水準に満たない機関は入札に参加させない等の処置も必要である。安価で落札した機
関全てではないが原価われとなる例もある。

5

弊社は環境計量証明事業者であり、本アンケートの対象者として不適切かもしれません。

6

RoHS について、現在医療機器は適用されていないが、2006 年 7 月 1 日施行に向け、CSR の観
点で取り組みを開始している。そこで個々のパーツについて、規制物質の分析及びその判定
にばらつきを含め妥当性がなく苦慮しているので､団体･政府等によるガイドラインを望むと
ころです。

7

なかなかアンケート内容が職場の内容に一致しておらず回答しにくかった。

8

現状、分析原理が高度化しているため、装置が高価でありメンテナンスも難しい（素人では
不可能なことが多い）ためランニングコストが大である。機器の開発にあたっては精度もさ
ることながら、メンテナンス性、取扱の良さについても重点を置き進めていただきたい。

9

納入先からは次のような意見を承っております。
「規制が強化されるに伴って､オンサイトで
大量に分析する必要性が高まっており､低価格（500 万をきる）の装置が要る。加えて分析結
果を確認する為に公的に承認された標準試料（低価格）が必要である。

10 試験所認定等を取得・管理するためのコストが出なくて困っている。客先には、精度管理に
費用がかかることを認識してほしい。仕事をしても利益が出ないで赤字の状態が続いている。
11 現在規制される物質がどんどん増えていき､分析の必要も増えてきたが設備投資は出来ない
ため委託しているが、コストがかさむ。もっと簡単に測定できればありがたいが。
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12 行政依頼分析を主として実施しています。
13 当所は分析機関でもあるので、行政及び一般からの依頼分析を行っています。
14 分析機器の一部を製造しているメーカーの為、弊社内では検査を行っておりません。
今回はお役に立てずに申し訳ありません。
15 カスタマイズに柔軟に対応してくれるメーカーがあると良い。
16 ５・１，６については質問の意味がよくわからなかったため、誤った回答をしたかもしれま
せん。
17 分析を業としているため設問 5 以降についての解答は控えます。
18 アンケートの質問内容がわかりづらい。
19 当社は分析を行わなくて、部品メーカーに分析表を提出するよう依頼している場合がありま
す。
20 現在、研究職の者が会議等で席を外しており、多忙な時期となっております。本来なら研究
職の者に回答してもらう方が良いだろうという趣旨なのでしょうが、以上により事務職の私
が回答させていただきました。不本意ではございましょうがお許しください。
21 公的試験研究機関になじみのない質問は回答を留保しました。
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アンケート回答用紙
（社会的規制の基礎となる計測・分析技術の直面する課題と将来展望に関する調査）

Ⅰ． 回答されるあなたの所属、事業所、業種、業務内容についておたずねします。

１． あなたの所属されている事業所、機関の種類について、該当する箇所に○印を付けてくださ
い。
① 国公立研究機関(特殊法人を含む)
⑤ 民間企業

② 自治体

⑥ その他（

③ 大学

④ 社団・財団法人

）

２． あなたの業種・分野は何ですか。該当する箇所に○印をつけてください。
[国公立研究機関．自治体]
① 化学工学
⑥ 薬学

② 環境・資源

⑥ 生物

③ 物質・材料

⑦ 情報通信

④ 医学

⑤ 衛生・保健

⑧ その他（

）

[大学関係者]
① 化学系

② 物理系

⑦ 情報通信系

③ 薬学系

④ 医学系

⑧ その他（

⑤ 生物系

⑥ 工学系

）

[社団・財団・民間企業]
① バイオ

② 食品

⑥ 建材

⑦ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ

⑫受託分析業

③電子機器

④半導体

⑧鉄鋼・金属

⑬検査試験業

⑤ セラミック（含むガラス、陶磁器）

⑨化学

⑩医療機器製造

⑭ その他（

⑪分析機器製造

）

３． あなたの主業務は何ですか。
① 研究職
⑦ 製品開発
⑫ その他(

②教育職
⑧ 営業

③ 製造管理
⑨ 分析業務

④ 品質管理

⑤業務管理

⑩ 検査試験業務

)
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⑥ 情報収集・調査

⑪ 学生

Ⅱ． 現在の国内の社会的規制全般についておたずねします。

１． あなたは、シックハウスあるいはシックスクールという言葉を聞いたことがありますか？
① 聞いたことがある

② 聞いたことがない

２． あなたは、シックハウスあるいはシックスクールの具体的内容をご存知でしたか？
①知っている

②知らない

３． あなたは、シックハウスあるいはシックスクールの規制物質に対する測定・分析になんらかの関
連がありますか？
①ある

②ない

４． ３．の設問で①と答えた方にお聞きします。
あなたは、シックハウスあるいはシックスクールの規制物質に対する測定・分析に対し、どのように
対処していますか？ 次の項目に○を付けて下さい。
①自主分析している。

②購入先で分析している。 ③購入先で作成した分析リストをベースに自主

分析（抜き取り等によるモニタリング）している。

５． あなたは上記したシックハウスあるいはシックスクール規制の他にどのような社会規制に関連
していますか？
① 環境関連
② 食品関連
③ 労働災害関連
④ 飲料水関連
⑤ その他（

）

⑥ 関係していない

６． ４．で①〜⑤と回答いただいた方にお尋ねします。
どのような規制（分析対象）に関連していますか？
お差し支えない範囲で、詳しくご記入ください（例：排水中の鉛）
社会的規制

分析対象物等
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Ⅲ． 現在の海外の社会的規制全般についておたずねします。

１． あなたは、RoHS あるいは WEEE という言葉を聞いたことがありますか？
（RoHS ：Restrictions on the use of certain Hazardous Substances, ある種の有害物質の

使用に関する制限、WEEE：Directive on Waste Electrical Electronic Equipment, 廃電気電
子機器指令）
① 聞いたことがある

② 聞いたことがない

２． あなたは、RoHS あるいは WEEE の具体的内容をご存知でしたか？
①知っている

②知らない

３． あなたは、RoHS あるいは WEEE の規制物質に対する測定・分析になんらかの関連があります
か？
①ある

②ない

４． ３．の設問で①と答えた方にお聞きします。
あなたは、RoHS あるいは WEEE 規制物質に対する測定・分析に対し、どのように対処しています
か？
次の項目に○を付けて下さい。
①自主分析している。

②購入先で分析している。 ③購入先で作成した分析リストをベースに自主

分析（抜き取り等によるモニタリング）している。
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５． あなたは上記した RoHS あるいは WEEE 規制の他に海外のどのような社会規制に関連していま
すか？
① 環境関連
② 食品関連
③ 労働災害関連
④ 飲料水関連
⑤ その他（

）

⑥ 関係していない

６． ５．で①〜⑤と回答いただいた方にお尋ねします。
どのような規制（分析対象）に関連していますか？
お差し支えない範囲で、詳しくご記入ください（例：排水中の鉛）
社会的規制

分析対象物等

７． 海外諸国でもいろいろな規制が課せられています。あなたに関連する規制はありますか？
①ある

②ない

８． ７．の①と答えた方にお聞きします。
それはどこの国のなんという規制ですか？化学物質に関係するものを記載ください。
国名

規制名称等
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９． それはどのような試料と物質ですか？お差し支えない範囲で、詳しくご記入ください（例：プラス
ティック中のカドミウム）
分析対象物等

測 定 成 分

Ⅳ． 各規制に対する分析データの取得についてお聞きします。
１． 分析についてはどのように行っていますか？

① 自社内で実施
② 外部に委託
③ 内容により内部と外部委託で実施
④ その他（

）

２． １．のお答えの理由はなんですか？（複数回答可、その場合順位を記入ください）

① 機密事項があるため
② コストのため（人件費も含め）
③ 分析ノウハウが必要
④ 稼働率が低い
⑤ オペレータがいない
⑥ 特殊な機器が必要
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⑦ イニシャル投資が必要
⑧ その他

３． あなたの関連部署では試験所認定を受けていますか？
① いる

②いない

４． 結果の保証（分析精度の維持）はどのようにしていますか？
① SOP の見直しを実施している。

② 定期的に内部精度管理を実施している

③第３者による外部精度管理を実施している

④ その他（

）

５． 現状の分析に対するコストについてお聞きします。
５．１ 現状、分析に要するコストは如何ほどですか？また、如何ほどが妥当と考えますか？
（単位は￥/検体、製品の％など、業務上表記しやすい単位で記入ください）
現状

妥当なコスト

（

）

（

）

５．２ 機器について
①高い

②妥当

③安い

（意見：

）

５．３ 人件費
①高い

②妥当

③安い

（意見：

）

５．４ メンテナンス
①高い

②妥当

③安い

（意見：

）

６．現状の分析に対する時間についてお聞きします。
現状、分析に要する時間は如何ほどですか？また、如何ほどが妥当と考えますか？
（単位は時間/検体、業務に占める％など、業務上表記しやすい単位で記入ください）
現状
（

妥当な時間
）

（

）
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Ⅴ． 何かご意見があれば、ご記入ください。

ご協力有り難うございました。
本調査研究の終了後、この宛先に報告書をお送り致します。
住

所

〒

貴機関名

所属・役職

お 名 前

電話番号
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２．国内ヒヤリング結果

件 名：社会的規制に関する最新動向
講 師：(独)国立環境研究所 統括研究官 森田昌敏先生
日時等：2004 年 7 月 27 日(火)17:30〜19:00、経済産業省 6Ｆ 東 8 第 3 会議室
出席者：齋藤、後藤、原田、小島、関、松岡、浅野、山科
内 容：
1. 欧州の化学物質規制動向
・欧州の化学物質規制は、環境問題への対応という側面以外に、自国産業保護のための非関税
障壁（過去の「農業戦争」から「分析化学戦争」へと対象がシフト）という側面もある。
・欧州市場から撤退しなためにも、規制動向の把握とその対応策について、業界や企業規模の
大小を問わず幅広く浸透させなければならない。
・事例１：ベルギーの鶏肉 PCB 汚染(｢農業戦争｣)。餌に PCB10kg が混入したことによる汚染。
ベルギー産鶏だけでなく牛・豚の輸入規制に発展。最終的な経済損失 5,000 億円。
・事例２：プレイステーション(PS) (｢分析化学戦争｣)。PS の部材に基準を超える Cd が検出さ
れ出荷が差し止められた。規制対象物に関する認識不足が原因。
・この他、化学物質規制の事例として、臭素系難燃剤や鉛規制に関するトッピックスの紹介。
・化学物質の規制動向は、環境先進国である欧州の動向を抑えておけば十分。
2. その他世界の動向
・今後の市場として先進国のほか BRICs が重要。これらの国の規制動向にも注視（但し、欧州
規制を参考にしているため、規制内容等は欧州の動向を参考にすること）
。
・中国も化学物質規制を非関税障壁として検討しているため、欧州の規制を積極的に導入して
いる。
また、
各種規制や環境技術に関する”認証制度”を新しいビジネスにする動きがある。
・中国市場での分析ニーズは、①水質汚染、②飲料水汚染、都市部の廃棄物問題。ただし、高
度な技術を有しないものが主流。
・米国は、ブッシュ・ケリー両陣営とも環境政策には消極的。
3. その他
・日本も戦略的な貿易政策や非関税障壁の導入を検討すべき（たとえば、食品や化学物質の規
制強化→日本主導の「分析科学戦争」
。特に日本が得意とする分析技術を活用したもの、日本
がすでに対策を終了している化学物質の規制など）
・今後、エネルギー・鉱物資源の確保が重要視されてくる。日本は海洋資源の開発や資源の囲
い込みを行うべきではないか。
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・人材育成や人脈のネットワークを活用し市場の囲い込みを行うべき。
・欧州出張の際のヒヤリング候補先として、森田氏人脈を活用させてもらう。

訪問先：社団法人 日本化学工業協会
日 時：２００４年１２月３日 10:00〜11:30
面談者：H 事務局長代理
調査員：小島、松岡、平井、後藤

【概況】
日本化学工業協会は化学工業の健全な発展を図り、国の繁栄と国民生活の向上に寄与するこ
とを目的に設立され、化学工業に関する生産、流通、消費の調査・研究、技術、労働、環境・
安全に係る諸問題の調査・研究・対策の企画などを行っている。会員数は化学会社など 190 社、
77 団体である。
【調査内容】
協会では WEEE/RoHS 指令に関連し、化学製品中の有害金属に関する測定方法の規格の原
案作成を行っている。今回、WEEE/RoHS 指令を含め、海外の規制に対する工業会の考え方を
聞いた。

１．WEEE/RoHS 指令およびその分析に関して
(1) この規格を考える場合、ある閾値を超えているかどうかが問題であり、ごく低濃度の精度
を問題にする必要はない。むしろ、検査をする立場からは化学分析をやっている時間がと
れない。その意味で今後簡易というスクリーニング機器が増加すると思われる。
(2) 川上（材料関連等）では作っているものがわかっているので、蛍光 X 線でも検量線がしっ
かり作れるのであれば値として妥当なものがでる。その意味では RoHS の製品の分析の方
が入っているものが多様でわからない部分もあり大変であろう。
(3) 日化協では，化学製品中の微量元素の測定で、蛍光 X 線法を検討している。JIS と ISO の
標準化を比べた場合、完成までの時間を考慮に入れ ISO に提案するのを優先させている。
JIS は ISO 規格ができたあとに規格化を考える。
122

(4) 今後、スクリーニング＋精密分析のスキルが完成すれば、それを基に他の化学物質を測定
する際に横展開すればよいと考える。
(5) 現在、蛍光Ｘ線分析には標準物質が無く、これの整備が急務である。標準物質は世界的に
使えるものが必要であり、蛍光 X 線分析が広がっていくかどうかは標準物質の有無にかか
っていると言える。
(6) 今後追加される測定項目としては、アンチモンなどが考えられる。

２．REACH 等その他の規制
(1) 日化協としては REACH に強い関心を持っており、情報収集のため欧州（ブリュッセル）
に事務所をオープンした。
!2) 化学品の安全性に関して ISO-11014 規格(SDS)を GHS(化学品の分類及び表示に関する世
界調和システム)と調和させるように変えなければならないが、この議論は止まっている。日本
では関連 JIS の改正を先行させる方向である。
(3) JIS 規格などは従来製品を作る立場で作成されてきたが、ISO はむしろ製品を使う環境の立
場で作られていることが多いようである。このため、整合性がしばしば問題となるが、今後 JIS
の方も使う環境の立場で作成されるのもが増えていくと考える。

３．分析機器メーカに対して
測定結果を早く知りたいという要求はある。分析には SPEED も大切である。その意味では
簡易、簡単で誰でもできるというのが良いが、この簡易とか簡単のイメージが信頼性に欠ける
というイメージにつながっている風潮もある。

以上、WEEE/RoHS 等に対する取り組みを中心に、ご意見をうかがった。
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３．海外ヒヤリング結果

海外ヒアリング調査
１．調査の概要
EU の新環境規制（WEEE、RoHS、REACH など）について調査するため、９月２０日〜
２７日に EU 本部のあるベルギーと EU 大国のフランスを訪問した。委託事業『 社会的規制
の基礎となる計測・分析技術の直面する課題と将来展望調査 』の事業の一環として海外ヒアリ
ング調査が企画され、委員長である角田欣一教授（群馬大学工学部応用化学課）を団長とし、
前田恒昭（産業技術総合研究所）
、松岡広和（横河アナリティカルシステムズ（株）
）と産官学
の３名による調査団である。
調査の目的は、EU の環境法制定の仕組みやその背景について理解を深め、顕在化している
環境規制等にかかわる社会的なニーズとともに、将来的なニーズの動向を探ることである。ま
た、その測定に関する課題および分析機器業界として将来的に必要な事項、規制策定に当たり
考慮すべき点等についての知見を得ることについても心掛けた。

２．現地調査の説明資料
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３．訪問先
月 日

訪 問 先

面 接 者

9 月 21 日（火） Research Institute for

Prof. Dr. Pat Sandra, Director

Chromatography (R. I. C.)

Dr. Frank David, R&D Manager

9 月 22 日（水） JBCE( 在 欧 日 系 ビ ジ ネ ス 協 議 平塚 敦之；JBCE 事務局長
会 )

徳増 伸二；ブラッセル事務所 次長

日本機械輸出組合

藤井 俊正；ブラッセル事務所 次長

9 月 23 日（木） UNIVERSITE LIBRE DE

Prof. Dr. Jean-Michel KAUFFMANN

BRUXELLES
9 月 23 日（木） Centre National de Recherche

Ph. D. Dominique COLLARD

Scientifique ( CNRS )
9 月 24 日（金） Ecole Normale Supérieure ( ENS )

Prof. Bruno LE PIOUFLE

４．調査のポイント
調査目的は、下記３点がポイントである。
（１） JBCE( 在欧日系ビジネス協議会 ) とのコミュニケーションを図る。
（２） 欧州環境規制や先端科学技術政策などの情報を入手する。
（３） 欧州のカルチャーを理解する。
調査結果をまとめると
（１）JBCE( 在欧日系ビジネス協議会 ) とのコミュニケーションについて
JBCE に分析機器工業会を認知いただき、それなりに存在感を示せたと思う。
（２）欧州環境規制や先端科学技術政策などの情報について
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＊ EU 指令（ Directive ）の決まる道筋と EU 加盟国への展開
＊ 指令と規制や EU 指令の意思決定
＊ 医療用機器システム（カテゴリー８）
、監視および制御機器（カテゴリー９）
＊ 今後問題となる分野
＊ EU 政策決定と科学者およびマイクロテクノロジーなどの科学技術政策
（３）欧州のカルチャーについて
歴史ある欧州のカルチャーやフィロソフィーを理解した上、日本や米国とも異なる企業の社
会的責任や予防保全安全原則などの基本姿勢を学ぶことが大切である。欧州環境規制は、こ
のような理念に基づいた枠組み作りが基本になっていることを理解した上で、対応していく
ことが重要である。
提 言
これからの分析機器工業会にとって、科学者・技術者や各種団体とのネットワークを作るこ
とが大切である

５．ヒアリング調査報告
☆ Brussels , Belgium
訪 問 先 ： Research Institute for Chromatography (R. I. C.)
日

時 ： 2004 年 9 月 21 日（火） 13：30 ~ 16：00

面 接 者 ： Prof. Dr. Pat Sandra, Director
Dr. Frank David, R&D Manager
【 訪問先概要 】
R. I. C. は Sandra 教授 により１９８６年に設立された民間研究所である。顧客は産業界、
個人、官立研究所と幅広く、顧客と共同で新分析法の開発、評価、バリデーションを行い、開
発した分析技術、ノウハウを顧客研究所に移転する。前処理、分析機器、分析技術、ノウハウ、
トレーニングまでを含めたトータルシステムを販売するユニークな研究所である。
Sandra 教授は著名人で、EU 委員会や各国委員会において分析専門家として分析手法に関す
るコンサルタントをされており、ラウンドロビンテストでも重要な役割をされているようであ
る。

【 調査内容 】
１）EU 指令（ Directive ）の決まる道筋と EU 加盟国への展開
EU 委員会において協議して、発案・法案作成がされる。各国の利害が対立して長時間要す
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る法案もある。その業界の強い国の反対やロビー活動もあるが、環境保全、消費者保護の観点
から押し切られることも多い。法案の決まるプロセスは、複雑で難解である。
EU 指令ができたら EU 加盟各国は、自国の状況に応じて国内法を整備する。おおむね 3 年
以内であるが、対応が困難な国は Appendix で適当な時期に設定するという例外を追加できる。
指令は目的と物質、規制の目標値程度しか決めていないので、各国が自国の状況に応じて規制
値、測定方法などを定める。上乗せ基準（厳しい基準値）を定めることもできる。EU で統一
した分析方法を採用することはないが、ISO で分析法が定まっている場合にはこれを用いる。
一般に、各国の規制値は技術的な面（分析法と測定技術）で決まることが多い。 ISO は、各
国の測定法のバリデーションを実施して良い結果が得られれば、その測定法を採用する立場を
とっている。ISO は Directive に基本的に協力する姿勢を示している。EU 指令には政治的な
配慮と技術的な根拠が混在しているので、外部からみると理解しがたい。これは EU 域内の加
盟国から見ても同じである。加盟国 25 カ国のどこかが反対した時、これの調整を取ることは
極めて困難で、この点に政治的な解決を用いている。
各国で決める各種分析法の整合性は、ラウンドロビンによって調べる。これには共通試料の
作成または CRM を購入して値の評価を行うことになる。EU 内では IRMM などいくつかの機
関が CRM を出しているが、種類は十分ではない。マトリックスを含む試料（環境試料や生体
試料、食品）などは IDMS による測定法が基準となっているので、今後同位体希釈用の標準の
需要が増すと思われる。ISO17025（EN17025）の認定を受けた分析機関の技術審査は、CRM
またはラウンドロビンや共同試験の結果が使用される。認定機関は各国にあり、書類審査は特
に問題はない。
分析方法をバリデーションするためのガイドラインとして、EU 内の専門家が参加して
SANCO Document を作成中である。これによって、ばらばらに作られた分析法の検証を行
うことを目的としている。この文書は後日入手できる。
環境ホルモンに関して、ＥＵ指令では閾値なし（zero-tolerance 方法によって検出されない
こと）であるが、各国の分析技術によって定量下限が異なるという問題がある。EPA は毒性学
のデータに基づいて規制値を決めているが、ＥＵ指令では閾値の決定を科学的根拠からでなく
消費者保護の観点が優先され、これに政治的な配慮も加わる。環境ホルモン分析については EU
域内の加盟国から見ても理解しがたい状況にある。

２）今後問題となる分野
ＥＵ域内では消費者保護の観点からの取り組みが最も重要なものになる。具体的には、下記
項目が検討されている。
＊ 化粧品 ------ パッケージへのアレルゲンの表示について、2005 年 6 月に指令がでる。
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＊ 包装容器
＊ 食品汚染（農薬、毒素など）
＊ 飲料水
＊ 室内環境
ある分野では非常に厳しい規制が要求されるのに対して、一方では野放しの場合があり（例；
ワイン中の農薬）
、科学的には非常に混乱していて、基準が明確でない。

３）その他
製薬業界では、以下の３点が予期したように進展せず、この１０年間停滞した。
＊ GLP バリデーション
＊ コンビナトリアルケミストリー
＊ ゲノムからの創薬
製薬業界は、以前の小分子を用いた創薬に軸足を移している。そこでは、ハイスループット
分析が求められている。単なる高速化だけでなく、さらに分解能や感度を上げて、一つの分析
手法で必要な全ての情報が得られる分析手法の開発が必要である。
マイクロチップを分離媒体として用いる方法は、L（分離距離）を充分に取れないため電気
泳動などの例を除くと原理的に有利とはいえない。しかし、カラム内径を小さくしていけば、
同じ理論段数を得るために必要な L が短くなるので、分解能を落とさずに高速化を達成できる
可能性がある。そのようになれば、サンプル前処理や検出のためにマイクロチップは価値がで
てくる。

訪 問 先 ： JBCE ( 在欧日系ビジネス協議会 ) 、日本機械輸出組合
日

時 ： 2004 年 9 月 22 日（水） 10：15 ~ 13：00

面 接 者 ： 平塚 敦之 ； JBCE 事務局長
徳増 伸二 ； 日本機械輸出組合 ブラッセル事務所 次長
藤井 俊正 ； 日本機械輸出組合 ブラッセル事務所 次長
【 訪問先概要 】
日本機械輸出組合は機械輸出貿易の健全な発展を図るために、１９５２年に設立された。
欧州において、ダンピング対応などの情報収集の必要性が減少し、現地生産拠点の拡大による
EU 法の把握が重要になってきた。これまでの法務業務から渉外業務へ役割が変わってきて、
ロビー活動が求められてきた。そこで１９９８年に設立されたのが JBCE(在欧日系ビジネス協
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議会)である。最初は電気メーカーが中心であったが、現在では食品、素材、機械・輸送機器、
電機、精密機器、サービスなど会員企業は５３社である。ジェトロ・ブラッセルセンターと機
械輸出組合ブラッセルの共同事務所に JBCE が入っており、環境委員会など７つの政策委員会
活動をしている。JBCE がロビー活動できるのは、日本の出先機関ではなく欧州市民の団体だ
からである。

【 調査内容 】
１）EU 指令の意思決定について
EU コミッショナー（EU 委員会の委員）は中道左派が多い。意図的に加盟国の方針以上に
環境保護を考えている。特にドイツからのコミッショナーはこの傾向が強い。建前として予防
保全安全原則に基づいた考え方が EU コミッショナーのなかで強い。コミッショナーが変わる
と考え方も変わるが、消費者を代表する NGO へ配慮している。原則として理念に基づいた枠
組み作りが基本である。
建前論がはじめに来るので表立っての反対は難しく、総論でまず指令ができてしまい、運用
に当たって現実的な対応の議論が始まっていく。この段階でインパクトファクターについて推
進派も産業界も自分の都合の良いかたちで使おうとする。
EU 内では企業の社会的責任についての具体的な姿勢を重視しているので、企業のエゴが見
える形での対応は避けなければならない。まず理念で賛同できるような前振りが必要で、しか
る後に、製品の特性に触れて現実的な問題としての解決策（例えば例外規定にしてもらうなど）
の意見をまとめていく形が望ましい。ロビー活動ではこのような理念に基づく活動が必要であ
る。業界の基本姿勢としては、既に他の規則で規制されているとか、協力姿勢は示しながら実
現の可能性について言及するとかの作戦が必要であろう。企業の社会的責任を問う基本姿勢は
理念としてあるが、これを認めた上で現実的な解との間で妥協できる所を探していくのが EU
のやり方のようである。
理念に基づく EU 指令に対して各国は現実の対応を迫られることになるが、実際に現実的な
運用面では各国横並びとはいかず、また産業界との交渉もかなり具体的な面で交渉しなければ
ならない部分もある。法の整備が遅れる国に対して、勧告はするが直接的な罰則で強制するこ
とはしないようである。

２）指令と規制について
Regulation：規則（そのまま EU 法）
、 Directive：指令（各国が独自に法整備）
、
Decision：決定（拘束力をもつ）
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RoHS 指令の背景には、ドイツの有害化学物質に対する規制があり、これと EU での基本的
な環境政策が合致し有害化学物質対策となった。当初 WEEE – RoHS 指令の方針であったが、
途中から別々になった。WEEE は各国が上乗せ基準を策定できる通常の指令である。RoHS は
指令であるが、規則の色合いが強く、EU 域内共通の基準値が示される。REACH は規則
（Regulation）であり直接 EU 法となるものである。予防安全の立場から規制に持ち込みたい
が、誰の権限で評価結果を承認するかとか、全ての責任を企業に取らせるというが原料から最
終製品まで幅広いのでどの部分までを含むかといった実際の運用面でかなり議論になると思わ
れる。
このような法や規制を決める EU 議会は、その権限のうち通商については 100%の権限があ
るが、環境については各国と権限が分担されている。各国が法律を作る際には各国固有の問題
にたいする問題解決を任せるということになる。加盟国の中で、注目しておいたほうがよい国
はイギリス、ドイツ、フランスである。
これまで産業分野ごとの縦割で規制されてきたが、産業分野間の不公平の声が無視できなく
なり、規制の横断的な見直しも検討されている。例えば、鉛の規制では電気・電子機器分野に
対しては厳しく、グラス・容器に用いられている鉛ガラスにはまったく触れていない。つまり、
適応する分野間の矛盾を解消するにはどうしたらよいかということが話題になってきている。
REACH 規則は、この横断的な規制の第一号になりそうである。

３）医療用機器システム（カテゴリー８）
カテゴリー８について、来年２月１３日に RoHS 改正案が提案されることになっている。新
規加盟の１０ヶ国はグリーン派よりも産業界よりが強く、また指令への対応が間に合わない国
も多く、今後いろいろな面で新しい規制へのスローダウンが予想される。現実的には改正延期
案が提出されるかも知れないが、最悪対応できるよう準備はしておいた方が良い。設置型大型
機器が例外とならないか、医療と検査は分離できないかといった議論はでてきそうである。
カテゴリー８についてロビー活動するには、指令の建前を受け入れた上で、業界と製品特性
などの具体的な面で例外として適用されるべきであるとの知恵をだしてほしいとのことであっ
た。また、分析機器についても哲学が必要であり、考えてほしいと要望された。
COCIR が EU 委員会 環境総局（ European Commission, DG Environment ）に提案した
資料をいただいた（資料集に掲載）
。COCIR の考え方と鉛、カドミウム、六価クロムが使用さ
れている具体的部材（放射線防護用、光学ガラス、フィルターなど）についての制限などにつ
いて述べている。
注 ） COCIR ：

The European Coordination Committee of the Radiological and
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Electromedical Industry
http://www.cocir.org/
COCIR は欧州の医療用機器システム工業会で、NEMA(米国)、JIRA(日本)、EFC(カナダ)
のカウンターパートナーと連携して、WEEE や RoHS などの欧州規制に関与している。
JIRA ： Japan Industries Association of Radiological Systems
（社）日本画像医療システム工業会

４）今後問題となる分野
＊ 環境ホルモンについては、OECD で議論中なので EU はその結論を待っている。
＊ 電池指令の改正は RoHS の考え方を入れるかどうか検討されている。既に規制があるもの
は改正するか尊重するかについて調整される。
＊ 代替フロン規制は方針が決まっていない。
使用済み製品の回収システムを構築することで対
応するか、使用禁止にするかの基本方針がまとまっていない。
＊ 食品の遺伝子組換えは議論中である。
＊ 環境ホルモンは安全の基準が不明確であり REACH に入るかは不明である。
＊ EUE( Eco Design Requirements for End Use Equipment )というエコ設計（環境デザイ
ン）の指令があり、こちらは第一読会が終わりホームページに掲載された。
＊ ELV は規制物質の広がりが検討されている。
＊ IPP（Integrated Product Policy）という枠組み指令がある。

５）その他
電気計測器工業会との関係および計測器と分析機器との違い、および欧州でのカウンターパ
ートナーについて質問された。電気計測器工業会は、欧州でのカウンターパートナーは存在し
ないと返答していたようである。JAIMA が ALSSA と関係を持っているのであれば、欧州で
もカウンターパートナーを見つけて連携してほしい。
JBCE に欧州パートナーの連絡がくれば、
JBCE がロビー活動するにあたって連携がとれるので、活動がやり易いようである。
藤井俊正様(日本機械輸出組合ブラッセル事務所次長)からERAレポートをいただいた。ERAは
英国DTIや欧州委員会が調査に使っている技術コンサルタントで、欧州では結構影響力がある。
レポートは英国DTIがRoHSのインプリメンテーションにおいて、ERAに調査させたもので、蛍光X
線については軽い扱いがされている。なお、ERAはRoHSのTAC（技術適用委員会）で本レポート
のプレゼンを行っている。
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訪 問 先 ： UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
日

時 ： 2004 年 9 月 22 日（水） 10：00 ~ 12：00

面 接 者 ： Prof. Dr. Jean-Michel KAUFFMANN
Lab. Instrumental Analysis and Bioelectrochemistry
Pharmaceutical Institute

【 訪問先概要 】
Kauffmann 教授は電気化学分析の専門家で、国際ジャーナル｢Talanta｣の編集長を務めるな
ど、世界的にも有力な分析化学者の一人である。主として電気化学センサー、バイオセンサー
の開発とキャラクタリゼーションに関する研究を行っている。また、薬剤―タンパク質、薬剤
―酵素の相互作用の研究にキャピラリー電気泳動でのアプリケーションを開発している。
特に、
固定化酵素を用いた電気化学バイオセンサーの開発研究に関して著名である。

【 調査内容 】
１）EU 政策決定と科学者
EU 官僚は、大学、研究所の関係者が多いので、科学者と人的なつながりがあり、科学者は
EU の政策決定に一定の影響力を持っている。特に、EU 本部の置かれているベルギーの国立
研究所は、EU の政策決定過程において、技術的な検討・助言あるいは人的な交流・貢献を定
常的に行っており、その重要性は高い。
（このコメントはフランスの Collard 教授の説明と対応
している）
。

２）先端分析技術に関するコメント
近年、旧来の化学分析の領域を超える多様なニーズ、たとえば、健康や環境管理のためのパ
ーソナルモニターや様々な分野で必要とされるスクリーニング技術など、その応用範囲は非常
に広がっている。一方、その基盤技術も、μTAS に代表される MEMS・NEMS、あるいは新
規分子認識試薬の開発など、大きな進展をとげ、分析化学者にとって非常にチャンスに満ちた
時代になりつつあるとともに、社会的にもその貢献が期待されている。一方、計測機器の普及
には、倫理的、社会的側面があることに注意すべきである。たとえば、個人診断用バイオセン
サーが普及しない理由として、もしも測定にエラーを与えた場合、使用者が間違った判断、行
動をとり、生命の危険にさらされる可能性がある、などの倫理的な問題が大きい。一方、パー
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ソナルモニターは、個人の行動が監視されると言う問題はあるが、その問題はより少ないので
普及する可能性はある。

☆ Paris , France
訪 問 先 ： Centre National de Recherche Scientifique ( CNRS )
日

時 ： 2004 年 9 月 23 日（木） 18：00 ~ 20：00

面 接 者 ： Ph. D. Dominique COLLARD

【 訪問先概要 】
CNRS(フランス国立科学研究センター)は、８科学研究部門と２研究所から成っている。
８科学研究部門
SPM（ 物理、数学 ）
、SC ( 化学 )、SHS （ 人間・社会科学 ）
、SPI （ 工学 ）
、
SDU（ 宇宙・環境科学 ）
、 PNC（ 核・特殊物理）
、 SdV（ ライフサイエンス ）
、
STIC（ 情報・コミュニケーション科学技術 ）
２研究所
IN2P3（ 核・特殊物理の国立研究所）
INSU（ 宇宙科学の国立研究所 ）
職員：26,000 名、研究組織：1,265（ 85% は 大学と共有）
、年間予算：2,6M ユーロ）
Collard 教授は STIC 部門 CIRMM の責任者で、東京大学生産技術研究所の教授を兼任し、
MEMS、マイクロ - ナノ 研究を統括されている。

【 調査内容 】
１）EU の意思決定過程（科学技術政策 ----- 特にマイクロテクノロジー）
各国から Expert と呼ばれる専門家（４年任期）が選ばれる。その中から、各国代表、審査
員、プロジェクトリーダーなどが選ばれる。各国代表および EU 官僚が議論して施策原案をつ
くり、EU における公の議論に回される。EU 官僚には各国の人数の割り当てが決まっていて、
各国において公募などによって大学、研究所などの関係者が就任する。
各国と EU の利害は相反することも多く、必ずしもすんなり決まるわけではない。また、科
学技術予算は EU と各国の二本立てだが、各国（フランス）の施策は、相補的というよりも、
EU 施策に沿ったものである。
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EU は大きなプロジェクトにお金を集中させる方針である。また産学連携も産学が直接契約
して共同研究を行う例は激減しており、EU のグラントを共同で申請し、それを通した連携以
外大変難しくなっている。

２）先端計測技術に関する研究体制と動向
プレゼンテーション資料（資料集に掲載）に詳細が示されているので略述するにとどめる。
フランスにおいては、ライフサイエンスと情報・通信科学技術（フランス語で STIC と略記）
が 2 大優先分野とされている。CNRS にも STIC 部を新設し、大学や他の研究機関とも連携し
て、新たな研究体制を構築している。そのコア分野はコンピュータサイエンスやナノテクノロ
ジーなど８部門であり、このプログラムに参加している研究者は約 1 万人であり、産業界との
連携も進めている。総予算は 2300 万ユーロ（年度あたり、人件費は含まない）である。この
うちナノテクノロジーに関しては、以下のようなテーマのもとに研究が進められている。
- Nano-miniaturization
- Ultimate electronics
- Nano-photonics
- MEMS/NEMS for chemistry and biology
- Micro-Nano system (application driven)
- Microrobotics
特に化学分野と関係が深いのは、
「MEMS/NEMS for chemistry and biology」であり、項目
のもとで、
「Integrated Lab-on-Chip」や「Integration of specific sensors」に関する研究が行
われている。
また、EUプロジェクトとして「Advanced Lab on Chip for Mechanical Electrical Chemical
analysis of biological CELL.（MEC-CELL）と呼ばれるプロジェクトが総予算（年間）1.8 億
ユーロで本年度より始まっている。中でも「Biosensing Systems for Health」は中心的課題の
ひとつであり、診断やヘルスケアのための新しいバイオセンサーの開発に関するプロジェクト
である。
このプロジェクトは、直接的に環境規制対応や化学薬品の評価などのための技術開発を目指
しているわけではないが、たとえば、このプログラム中で開発目標にあげられている分析機器
のセンサーの感度、安定性、選択性、再現性、信頼性、コストの劇的な改善などは、当然、環
境対応の分析機器の研究課題でもあり、研究要素に共通点も多く、今後の研究成果に注目する
必要がある。
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訪 問 先 ： Ecole Normale Supérieure （ ENS ）
Cachan 校 de Ker Lann キャンパス（レンヌ）
日

時 ： 2004 年 9 月 24 日（金） 11：00 ~ 15：00

面 接 者 ： Prof. Bruno LE PIOUFLE

【 訪問先概要 】
ENS（ecolenormale superieure、高等師範学校）は、フランスにおける超エリート養成校の
一つとして名高い。本来は、大学、高校の教員養成が目的であるが、多くの高級官僚、ポンピ
さらにはサルトルに代表される著名な哲学者、
ドゥー元大統領をはじめとする指導的な政治家、
文学者などを数多く輩出している。理系においても、フランス国内における最もレベルの高い
教育・研究機関の一つとして重要である。Le Pioufle教授は、MEMS、μTAS分野で活躍中の
少壮の研究者であり、この分野のヨーロッパにおける将来のリーダーの一人と誰もが認める人
物である。彼は、東京大学生産技術研究所の藤田博之教授のもとに留学しており、親日家でも
ある。

【 調査内容 】
１）マイクロテクノロジーの科学施策
フランスは、数ヶ所に研究者が自由に利用できる共同利用施設を建設するなど、予算の集中
投下をはかっている。また、EU も主として EU 内の国際的に組織された大プロジェクトに予
算を配分している。そのため、フランスも EU も個々の小さな研究室単位にはお金を配分した
がらず、研究費を得るためには、大きな組織や EU のプロジェクトに所属し、主として EU か
らのファンドを得る必要がある。これは研究の自由度や柔軟性という見地からは問題がある。
また産学連携も産学が直接契約して共同研究を行う例は激減しており、EU のグラントを共
同で申請し、それを通した連携以外大変難しくなっている。
（Collard 教授と同じ）

２）先端計測技術
プレゼンテーション資料（資料集に掲載）に詳細が示されているので略述するにとどめる。
Le Pioufle 教授は、
「Parallel Cell Biochip」の統一概念の元に、細胞アレイに関して、基礎
的な作製法から応用までの研究を精力的に展開している。特に、マイクロフルイディクス、生
化学的手法、さらに電気的なマニピュレーション技術を駆使して、神経細胞など様々な細胞の

135

アレイバイオチップの作製に取り組んでいる。特に、環境関連技術として、細胞アレイの薬学
的な応用、すなわち、薬物に対する細胞の応答研究への応用が上げられる。本研究は、そのま
ま化学薬品の毒性評価へも応用可能であり、将来のハイスループットなスクリーニング技術の
一つとして期待される。
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