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［要約］ 

＜調査目的＞ 

 近年、PRTR 制度に基づき化学物質の移動量及び排出量データの届出義務が事業者に課

せられたことや、ISO14001 取得に伴い事業者が自主的に環境調査を実施するなどにより、

水、大気及び土壌等の環境中における環境負荷物質等を測定する機会が増加している。 

一方で、多種多様にわたる環境負荷物質について、公定法による測定を実施することは、

事業者にとって大きな負担となっている。すなわち、測定方法について国が定める公定法

は、測定に関する精度や信頼性が高い一方で、測定に多大な時間と費用を要する。そのた

め、簡易で安価な測定法や測定技術に対する事業者の需要が非常に高く、欧米諸国では簡

易測定法の採用や簡易測定技術の開発が進んでいる。我が国でも一部の物質について国や

自治体による簡易測定法の採用や技術開発の促進が検討されているが、今後いっそうの制

度的推進が期待されている。 

以上の状況を踏まえ、機械工業の振興に資するために、簡易測定装置及び技術開発の動

向や産業界のニーズ及び国内の制度検討状況について調査するとともに、ダイオキシン類

等に関して、測定技術の国内外の動向について調査を実施した。 

 

＜調査内容＞ 

第１章   簡易測定及び簡易測定技術の動向 

 本章では、簡易測定法の概要と導入の背景を整理するとともに、簡易測定法が近年注目

されている理由に分析を加えている。また、産業界での導入状況について述べた。 

 

 近年、環境測定の分野において、簡易測定法に対する注目が高まっている。法令で定め

られた公定法よりもコストが安価で測定結果がすぐに判明するなどの利点が多く、従来か

ら公定法の補助として活用されてきた。 

測定方法が法令や JIS によって定められている「公定法」は、一般的に、測定結果の精

度と正確性が重視されるため、精密な測定機器による複雑な測定工程を要する。特に、ダ

イオキシン類や低濃度 PCB 等、ごく微量の化学物質を測定するためには、クリーンルー

ムなどの大がかりな設備や高精度の測定機器が必要とされる。 

また、公定法での測定は複雑であり、専門の測定機関や熟練した技術者でないと測定が

難しい。測定の工程が複雑な分、測定結果が判明するまでにも長い時間を要する。さらに、

微量の物質の測定法はコストが高額であり、測定機器や測定のための設備などの高価なイ
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ニシャル・コストに、試薬などのランニング・コストや測定機関や測定専門者の人的コス

トが加われば、測定に係る金額は相当なものとなる。 

これに対して簡易測定法は、安価なコストですぐに結果が判明するという利点がある。

従来、簡易測定法は測定精度の信頼性の問題で、公定法の補助など限られた分野で利用さ

れるだけだったが、近年になって簡易測定法の精度が向上し、環境測定のさまざまな場面

で簡易測定法の利用範囲が広がりつつある。 

一方で、ダイオキシン類測定の分野などで、国が簡易測定法を公定法として認めるため

の検討が始まっているものの、検討はまだ一部の測定分野にとどまっているため、簡易測

定法に対する利用者の信頼度はまだ不十分な状況にある。 

 公定法との関係以外で、簡易測定への注目が高まっている要因のひとつとして、環境測

定そのものの契機が増加していることも挙げられる。化学物質に対する懸念の高まりを背

景として、化学物質管理を目的とした法規制による対策が進められ、それに伴い環境測定

の契機が増加している。例えば国内では土壌汚染対策法、国外ではＥＵの RoHS 指令等が

あり、新たな測定分野に関する測定ニーズが年々増加している。 

また、従来の規制対応だけではなく、企業の自主的な環境対策に係る環境測定の契機も

増加している。ＣＳＲ（企業の社会的責任）やコンプライアンス（規制遵守）などの企業

倫理が浸透するにつれて、環境保全に対する企業の責任意識が高まり、自主的対策を率先

して実施する企業が増えている。 

 簡易測定法の利用範囲としてもっとも一般的なのは、スクリーニングとしての利用であ

ろう。また、オンサイト分析の要求も高まっており、分離分析をはじめ質量分析計や蛍光

Ｘ線装置などの小型軽量化を行った装置が出始めてきている。 

簡易測定法は、公定法の代替として用いられることもある。中小企業などでは、測定コ

ストと専門知識が要求される公定法による測定を実行できる人材を確保できないことが問

題になる。また、多種多様な化学物質の中には、公定法が存在しないものや、低濃度でし

か存在せず高精度な機器による高度な分析手法しかないものが多々あり、さまざまな測定

ニーズに対応するためには簡易分析技術の確立及び普及が喫緊の課題となっている。 

 法令に基づく環境測定の場合、産業界の大手では一般的に、第三者測定機関に測定を発

注する事例が増えつつある。これは、法令に基づく測定に環境計量士の計量証明書が必要

になることと、第三者が測定を実施することで測定の信頼性を担保するためである。企業

側でも、定められた頻度で自社測定を行い、第三者による測定結果との照合を行っている。 

 これに対し、簡易測定法を公定法の補助的手段として用いるケースは多い。公定法に定

められた測定箇所や測定回数以外で自主的な測定を実施する場合等に、簡易測定法に基づ
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く測定を実施するケースである。 

近では、土壌汚染対策法に基づく汚染調査などで、精密な測定法の前段階として、ス

クリーニングを行うために簡易測定法を利用する事例が増加している。また、家電メーカ

ーなどでは欧州の RoHS 指令に対応するため、グループ子会社や発注先の部品メーカー等

に対して、RoHS 指令に対応するためのガイドラインを策定している。 

 

 

第 2 章 ダイオキシン類の簡易測定法に関する動向調査 

 本章では、ダイオキシン類の簡易測定法に関する動向、簡易測定法の詳細について述べ

ている。 

 

 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD、ダイオキシン）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）

の３種類の化合物群の総称であり、222 種類の異性体が存在するが、毒性があると見なさ

れているのはそのうち 29 種類である。 

極微量なレベルで正確な測定を行うために、ダイオキシン類の測定法は、高分解能ガス

クロマトグラフ質量分析計という高性能の測定機器を用いることが定められている。しか

し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による現行の公定法は、分析に多大な時間と

費用がかかるという課題がある。このため、ダイオキシン類対策を一層円滑かつ効果的に

推進する上で、迅速で低廉な簡易測定法の開発・適用が課題となっている。 

ダイオキシン類の簡易測定法については、試料採取、抽出、クリーンアップ、測定の各

分析段階において様々な方法が開発されつつある。一部において、事業化され、事業者の

自主的な測定や研究開発等に活用されてきている。 

なかでも、バイオテクノロジー等を活用した生物検定法（バイオアッセイ法）は、費用・

分析時間等の観点から、有望な簡易測定法として注目されている。こうした状況を踏まえ、

環境省では、平成 15 年５月に「ダイオキシン類簡易測定法検討会」を設置した。生物検

定法を中心に現在開発されている各種測定法について、公募により対象技術を募集し、こ

れら技術に関し、廃棄物焼却炉における排出ガス、ばいじん及び燃え殻の測定に係る公定

法を補完する方法としての適用可能性を技術的に検討し、その結果を平成 16 年５月に取

りまとめられた。 

 ダイオキシン類の簡易測定技術として、以下の代表的な測定法を本文で紹介している。 
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(1)レポータージーンアッセイ法 

レポータージーンアッセイは、AhR-ARNT の制御下にある遺伝子に、ルシフェラー

ゼを合成する別の遺伝子を組み換えたヒトなどの肝細胞を用いる。ルシフェラーゼの基

質（ルシフェリン）を添加し、酵素反応による発光量をルミノメーターで測定し、標準

溶液の検量線から試料中のダイオキシン類の TEQ 濃度を測定する方法である。 

(2)抗 Ah レセプター複合抗体を用いたイムノアッセイ法 

  ダイオキシン類が生体内で毒素発現する際に、Ah レセプターに結合してダイオキシ

ン類－Ah レセプター－ARNT 複合体に形成することに着目し、この複合体の構成要素

である Ah レセプター、ARNT、DRE を主要試薬として、形成した複合体に対して特異

的に反応する抗体による抗原抗体反応を利用して、試料中のダイオキシン類の量を標識

酵素の発色度等により定量する方法である。 

(3)Ah レセプターアッセイ法 

  Ah レセプターアッセイは、レポータージーンアッセイのように実際に細胞を使用せ

ず、合成した成分で同様の反応を引き起こす方法である。 

(4)抗ダイオキシン類抗体を用いたイムノアッセイ法 

  イムノアッセイ法は、免疫を利用した測定法である。ダイオキシン類に特異的に反応

する抗体による抗原抗体反応を利用して、試料中のダイオキシン類の量を標識物質の反

応により定量する方法である。高ダイオキシン類抗体としてはウサギ、マウスあるいは

ヤギなどを利用して作成した特定のダイオキシン類に対するポリクロナール抗体が使

用される。 

上記の測定法以外にも、低分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による簡易測定や水晶

振動子式簡易測定法を紹介している。 

 

 欧米諸国におけるダイオキシン類の簡易測定法については、日本に先行して公定法とし

て認められている。 

(1)ＥＵにおける食品・飼料規制への利用 

 2002 年 7 月 1 日に施行された「食品・飼料のダイオキシン類基準」を担保する公定法

が、2002 年 7 月 26 日の EC 指令で規定されている。この中で、スクリーニング手法とし

て生物検定法を採用している。 

(2)米国 EPA におけるスクリーニング法としての利用 

米国環境保護庁（EPA）は、以下の方法を公定法 として制定している。 

①Method 4425 （2000 年 11 月） 
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 Method 4425 には、ヒトの培養細胞を用いて試料中のダイオキシン類濃度を分析できる

P450 Human Reporter Gene System（P450HRGS）測定法が用いられている。 

②Method 4025 （2002 年 10 月） 

 Method 4025 の対象触媒は土壌であることから、主に土壌や底質のスクリーニング法と

して使用されている。 

 

 

第 3 章 簡易測定法に関する動向 

 本章ではダイオキシン類以外の簡易測定に関する動向について、近年、特に重要な環境

測定の分野についてとりまとめを行った。 

 

3.1 低濃度 PCB の対応措置のための簡易測定 

PCB（ポリ塩化ビフェニル）による汚染は昭和 40 年代に大きな社会問題となったが、

近年になって低濃度の PCB による汚染の問題が生じている。これらは、柱状トランスな

どに含まれている PCB に比べて含有濃度はわずかだが、従来 PCB の含有が想定されてい

なかった製品に汚染が含まれていたことから波紋が広がった。この低濃度 PCB に関する

簡易測定について下記のような測定方法がある。 

(1)バイオセンサーによる方法 

(2)ELISA 法による方法 

(3)GC/ECD による方法 

(4)燃焼・イオンクロマトなどによる方法 

(5)低分解能質量分析法による方法 

 

3.2 RoHS 指令の対応措置のための簡易測定 

 ＥＵでは、電気電子機器に係る特定有害物質の使用制限に関して、「欧州電気電子機器に

含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令」が 2003 年 2 月に発

効し、2006 年７月１日以降、上市される新しい電気電子機器に関して、鉛、水銀、カドミ

ウム、六価クロム、臭素系難燃剤（ポリ塩化ビフェニール（PBB）及びポリ臭化ジフェニ

ルエーテル（PBDE））の６物質の使用を禁止している。 

 RoHS 指令の使用禁止物質に関する EU の公定法はまだ定められていないが、ISO や

EPA の測定方法を参考にして、すでに測定方法の指針を定めている国内企業や測定機関も

ある。その場合、重金属類（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）の測定については、ICP
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発光分光分析法を採用し、スクリーニング等を目的とした簡易測定に蛍光Ｘ線分析装置

（XRF）を採用していることが多い。 

 物質にＸ線を照射すると、蛍光Ｘ線といわれる電磁波が放出される。蛍光Ｘ線のエネル

ギーは、元素固有であるため、それを分析することにより元素分析が可能になる。これを

利用したのが蛍光Ｘ線分析装置である。非破壊で手軽に分析できるため、スクリーニング

や簡易測定法として用いられる。 

 RoHS 対応の簡易測定法として、蛍光Ｘ線分析法の他に、ラマン分光法などによる測定

法が開発中である。ラマン分光法は、物質の化学組成の同定や分子構造の解析に有効な分

析法であり、 近は特に注目されている。物質にレーザー光を照射すると、その一部は散

乱され、物質との相互作用により入射光の波長が変化した微弱な散乱光が存在する。これ

がラマン効果であり、この散乱光を解析することにより、物質の化学構造や結晶構造に関

する情報が得られる。 

 

3.3 水質総量規制制度における簡易測定 

 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の閉鎖性海域においては、有機汚濁の代表的な指標である

COD を対象項目として、昭和 54 年以来水質総量規制制度が実施されてきた。その後、第

５次総量規制からは新たに窒素・りんが対象物質として追加されている。 

  環境省では平成 16 年 3 月に測定方法の告示を改正し、日平均排水量 50 ㎥以上 400

㎥未満の事業場における排出水の汚染状態の計測方法として、新たに簡易測定法を追加し

た。限定的であるが、環境基準や排出基準を公的に測定する方法として、簡易測定法を公

定法として環境省が認めたことは異例のことであり、今後の簡易測定法のあり方を考える

上で重要な契機である。 

 

3.4 ＶＯＣの簡易測定 

 ＶＯＣとは、揮発性を有し大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、大気中にお

ける光化学反応の結果、オキシダント（オゾン等）を生成するほか、ＶＯＣが低揮発性の

有機化合物を生成し、それが凝縮等してＳＰＭを生成する。ＶＯＣに該当する物質であっ

て、日本の工場等において実際に使用されているものとしては、トルエン、キシレン、酢

酸エチル、メタノール、ジクロロメタンなど約 200 種類の物質がある。ＶＯＣの簡易測定

法として下記のような測定法がある。 

(1)センサーを用いる方法 

(2)検知管を用いる方法 
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(3)光イオン化検出器（PID）を用いる方法 

 

3.5 シックハウスの簡易測定 

 近年、ホルムアルデヒドやトルエンなどの揮発性有機化合物による室内空気汚染により、

建物の利用者が頭痛やめまい、吐き気など様々な体調不良を起こす「シックハウス症候群」

が社会的に大きな問題となっている。 

 厚生労働省では、平成 12 年 6 月以降、13 の化学物質について、人がその化学物質の示

された濃度以下の曝露を一生受けたとしても健康へ有害な影響を与えないであろうとの判

断により設定された室内濃度指針値を定めている。検知管等の簡易測定法がある。 

 

3.6 臭気の簡易測定 

簡易測定法はあくまで公定法を補完する方法と位置付けられている。以下のような簡易

測定法がある。 

(1)においセンサーの概要 

(2)におい識別装置の概要 

(3)検知管式ガス測定器 

 

3.7 土壌汚染の簡易測定法 

近年、微量な重金属種による広域な土壌汚染が指摘され、新たな環境問題となっている。

汚染の防止と浄化には、環境中の重金属種の存在量を調べる必要があり、原子吸光法や ICP

発光分光分析法などの公定法に加え、現場にて簡便・迅速かつ高感度に重金属類を検出で

きる分析法の開発が望まれている。 

 本文では、簡易測定法について、生物抗原対反応を利用したカドミウムの測定法や砒素

の測定法、公定法と簡易測定法の比較事例について述べている。 

 

 

第 4 章 簡易測定技術のニーズと今後の課題 

 本章では、簡易測定技術のニーズと課題、今後の普及のための提言を述べている。 

 

今後の環境測定技術に関するニーズは、総じて精密な測定技術と簡易な測定技術に二極

化が広がっていくものと思われる。簡易測定の用途として、スクリーニングやオンサイト

の測定等、公定法の補助として利用される機会が今後ますます増えていくだろう。このよ
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うな用途の場合には、測定精度よりも、オンサイトで持ち運びやすいような測定機器の小

型化や、誰でも取り扱えるような測定操作の簡易化が求められる。 

 

 簡易測定法を今後より普及させていくためには、公定法に準じた信頼性確保が課題であ

る。簡易測定機器の中には、公定法とほとんど遜色ない測定精度を可能にする機器もある。

しかし、法令で定められた測定を行う場合には、 終的に公定法で実施しなければならず、

精度の高い簡易測定を実施しても、公定法に基づく別途の精密な測定法に基づく測定を実

施する必要がある。 

 また、測定を必要とするメーカーにとっても、いわゆる「お墨付き」を重視する傾向が

強い。国や自治体などが定めた測定による結果を得ることで、環境基準等を満たしている

という、外部に対するある種の証明が得られるという意識が根強いように思われる。この

ため、簡易測定法や簡易測定技術について、国や自治体が公定法あるいはそれに準ずるも

のとして認めていくことが、今後の普及のための課題である。 

 欧米諸国では、公定測定法として多様な測定技術が登録されており、選択できる測定方

法が多い。我が国でも公定法としてより多くの簡易測定法が認められるか、簡易測定法や

簡易測定技術の信頼性を証明するような国の施策が求められている。 

 また、単に簡易測定技術の信頼性を高めるだけではなく、測定機関や測定の方法そのも

のの信頼性向上が必要になる。公定法によるダイオキシン類の測定費用は、測定機関間の

競争激化により、ここ数年でかなり安くなっており、簡易測定法の公定法採用によってさ

らに価格が下がる予測もある。しかし、単にコストだけが問題になるのではなく、企業の

担当者の中には、「目先の測定コストが安い測定機関よりも、信頼関係を重視している。信

用できる測定をしてくれる業者であり、信頼を持って長く付き合っていける業者を選びた

い」という意見があった。すなわち、測定技術の信頼性だけではなく、測定機関に対する

信頼性も求められているといえよう。 

 簡易測定法の普及により、現在よりも測定がより手軽にかつ安価に実施することができ

るようになれば、頻繁な測定による豊富なデータを活用した対策へのフィードバックによ

り、環境保全効果が大幅に向上していくはずである。そのためにも、よりすぐれた簡易測

定装置の開発と簡易測定の普及に向けた制度作りが待ち望まれる。 

 

 すでに環境測定の少なからぬ分野で精度の高い簡易測定法が用いられているが、ほとん

どの簡易測定法は公定法を補助するための非公式の測定法であり、公定法としてはまだ認

められていないものがほとんどである。公定法においてユーザーが選択可能な測定法が増
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えることで（米国型）、より優れた環境測定の技術開発が促進されるであろう。 

次に、従来の「公定法とそれ以外」という分類ではなく、公定法に準ずる環境測定とし

て、簡易測定法という新たなカテゴリーを作るための検討が必要だろう。公定法は従来通

り精密性と厳格性を重視する一方で、簡易測定法の測定結果の迅速性や測定コストの低廉

性に着目し、中小企業の測定や企業の自主測定に活用することなどを目的として、実用性

の高い測定法を国が検証又は認定することで信頼性を高めるものである。 

 このように従来の公定法と簡易測定法のそれぞれの長所を活用することで、環境測定の

効果が充分に発揮され、ひいては環境負荷物質の削減に大きく貢献していくことが期待さ

れる。 

 

 この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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