
 

 

講演資料集 

― 計量管理の実務と課題解決 ― 

2018 年度 計量管理講習会（濃度） 

開催日：2018年 6月 29日（金） 

会場：日本環境測定分析協会 2階 研修室 

 

主催  一般社団法人 日本環境測定分析協会 

水質・土壌技術委員会 





平成 30年度 計量管理講習会（濃度） 
 

開催日：平成 30年 6月 29日 

会場：日本環境測定分析協会 研修室 

 

プログラム 

 
10:00～10:25   受付 

10:25～10:35   開講のごあいさつ   水質・土壌技術委員会 委員長  

（株）東京久栄 小坂 久仁子 氏 

 

Ⅰ 『計量管理の実際と課題』 

 

10:35～11:15   テーマ 1 「環境測定分析と技術者倫理」 

（株）環境管理センター  杉江 昌 氏 

 

11:15～12:00   テーマ 2 「環境計量士の仕事」  

（株）オオスミ  平澤 智弘 氏 

 

12:00～13:00    昼食・休憩 

 

13:00～13:45   テーマ 3 「JIS 改定の動向」  

（株）環境科学研究所  牧原 大 氏 

 

 

Ⅱ 『分析技術講座』 

 

13:45～15:00    テーマ１ 「試薬と標準（品）」 

（一社）日本試薬協会  規格委員会 

富士フィルム和光純薬（株） 品質マネジメント部 

大福 裕子 氏 

 

15:00～15:15    休憩 

 

15:15～16:15    テーマ２ 「分析のミス事例と再発防止」 

（一財）千葉県環境財団  梶山 雅司 氏 

 

 

16:15～16:30     ・質疑応答 

16:30～16:45     ・閉会及び修了証授与 

17:00～18:30     意見交換会（講師との質疑応答、参加者間の交流等） 

  （日本環境測定分析協会 5F 交流室） 

 



MEMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ『計量管理の実際と課題』テーマ1 

「環境測定分析と技術者倫理」 

 

 

 

 

 

（株）環境管理センター 

杉江 昌 氏 
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

水質・土壌技術委員会
一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境測定分析と技術者倫理

水質・土壌技術委員会
杉江 昌

平成30年度計量管理講習会（濃度）
－計量管理の実務と課題解決－

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

今日の内容

技術とは何か、技術者とは何をする人か

技術者の義務と責任

技術者倫理はなぜ必要か

環境測定の現場で技術者倫理が求められる場面

信頼される技術者であるために
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

科学技術には「光」と「影」がある

・コンピュータの発達

・宇宙開発技術の発達

・遺伝子組み換え技術の発達

・合成化学の発達

・核兵器開発

・大陸間弾道ミサイルの開発

・生物への影響は未知数

・薬害・環境汚染

「科学」自体は善でも悪でもない、
人間が「技術」としてどう使うかが問題である。

「科学技術」は「社会」と密接に結びついている。

光 影

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者とは何をする人か

技術者は「危険なものを安全に利用」する
“技”をもった職業人である。

プロフェッション（専門職）としての技術者

 技術者はチームを組んで仕事する。

 技術者は人工物を介して人と関わる。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

学会・団体ごとに定められている倫理規定の例

環境測定分析技術者のための倫理規範（日本環境測定分析協会）

 技術士倫理要綱（日本技術士会）

 測量技術者の倫理（日本測量学会）

 建築学会倫理綱領

 砂防学会倫理規定

 建設コンサルタンツ倫理綱領（建設コンサルタンツ協会）

 日本建設機械協会の組織行動規範

 人工知能学会倫理指針

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者と社会との暗黙の契約

1. プロフェッションとしての行動規範を有している。

2. 社会への貢献があって、初めて専門家としての利益を得る

ことができる。本当の顧客は、直接のクライアントの先に

いる公衆である。

3. 技術に関する最終判断を下すのは公衆である。

技術者は公衆が知りたいことに対して、誠実に説明する

義務がある。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者と社会との暗黙の契約
…とは言うものの、

• 実際の現場で悩まされるジレンマ

• 倫理規定の有害な副作用

• 正論はそうだけれど…

• 会社、顧客との板ばさみ…

• 倫理規定を持っている =私たちの行動は倫理的である…

• 倫理規定が要求していることはやっている…

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者と社会との暗黙の契約

「技術者としての誇り」 ＝ 「技術者倫理」
を拠り所に、

「技術に忠実に判断する」
ために理解しておくべきこととは?

技術者の義務と責任について考えること



計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

5

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者の義務と責任
 上司、同僚、部下

 正直で最善を尽くしているか?

 家族、自分自身
 顧客・その先にいる人たち、同業者
 地域・他の国人たち、これから生まれてくる人たち

 誠実に対応しているか?

 尊敬し、忠告を聞く耳を持っているか?
 技術者同士信頼できるか?
 専門家としての役割(科学的想像力)を活かせているか?

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者の義務と責任～求められる能力

• リスクマネジメント

• 説明責任

• 危機管理

• 変更管理

• 事故とヒューマンエラー

• 企業不祥事に対しての技術者としての行動

自分たちが直接関わる技術に対する知識・能力に基づき、
以下の能力が求められる。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

科学技術への社会的信頼を喪失した出来事

耐震強度の偽装問題
免震ゴムのデータ不正
マンション基礎杭のデータ改ざん

ディーゼルエンジンの排気ガス対策偽装
燃費性能に関するデータ偽装
品質データ改ざんによる製品規格に対する不信

東海村での臨界事故
福島第一原子力発電所でのメルトダウン

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境測定分析業界でも…（その１）

今般、受注資格が付与されなかった３機関のうちの一つである

株式会社環境科学コーポレーションは、申請に不適切な資料

（前回申請時のデータを使用し、日時を改ざん）を使用してい

たことが審査の過程で判明しました。従って、不合格機関の中

でも差別化を図ることを考慮し、同社からの今後３年間（平成

25～27 年度）に係る受注資格の申請は認めないこととしました。

～環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査
(平成25年度)～
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境測定分析業界でも…（その2）

株式会社理研分析センター（平成29年）

① 発注者への事前の協議がなく、仕様書で規定した
分析方法以外の方法で分析を実施していたにも関
わらず、計量証明書においては、仕様書で規定し
た分析方法で実施したとの虚偽の報告をしていた。

② 加えて、その分析結果について、ふっ素及びその
化合物が検出していたにも関わらず、「報告下限
値」として、発注者に報告していた。

～特定廃棄物埋立処分事業に係る環境モニタリング調査等業務～

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

故意・過失を問わず、誤った分析・測定結果を

報告したら、どのような影響があるか?
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

数値の誤報告がもたらす影響

基準値(規制値)を満足していたのに、
基準値(規制値)超過で報告した場合

追加調査費用の発生、改善対策費用、汚染土壌処理
費用等の損害を顧客(社会)に与える可能性がある。

例） 工場の作業関係改善のための改修費用

土壌の処理費用(残土 ⇒ 数千円/m3、 汚染土壌 ⇒ 数万円/m3)

依頼者の事業計画の中止や計画変更、風評被害の発生 等

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

数値の誤報告がもたらす影響

 基準値(規制値)を超過していたのに、
基準値(規制値)クリアで報告した場合

数値の誤報告はいずれにしても…
顧客、自治体、周辺住民の方へ不安感、不信感を与える。

就業者、現場担当者、住民等への健康被害が
発生する可能性がある。

※基準値比較ではない場合の誤報告でも同様のリスクを抱えている。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境測定分析で、

技術者倫理が求められる場面とは

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

 日常業務の中で、ごく普通に起こり得るミス・
トラブル、クレーム。

 本来であれば、これらが発生しない仕組みづくり
が重要。

 しかし、それでもミス・トラブル、クレームは
発生する…。

 ミス・トラブル、クレームが引き金となり、
「悪魔のささやき」に負けてしまうことも…。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

調査現場で起こる事例

 試料の取り忘れをしてしまった

 試料の固定、保存が行えなかった

 現場データを取り忘れてしまった

 適切な試料採取ができなかった(地点・試料性状)

 必要な機材、安全具等を忘れてきてしまった

 現場で使用する器具・機材に不具合があった

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

分析現場で起こる事例

 着手漏れ、着手時間を守れなかった

 精度管理を怠った

 指定の方法で分析ができていなかった

 基準値またいだけどどうしよう…

 明らかにおかしいデータが報告されてきた

 正しく計算がされていなかった
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

結果報告時、報告後に発生する事例

 分析方法の表記が妥当なものではない

 分析値の取り違え、計算ミスの発覚

 顧客から依頼された分析項目と異なる分析項目・

方法で報告をしてしまった

 顧客報告先のミス

(同じ企業内でのライバル部署の事例もあり)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

顧客対応に係る事例

 現場で、「基準値超過しませんよ」と顧客に言ってしまっ
たが、実際には基準値超過してしまった。

 基準値超過のデータを報告したら、「基準値クリアする
まで計り直せ」と言われた。あるいはデータの受け取りを
拒否された。

 現場で試料採取中に定められた方法以外の試料採取方法を
顧客・営業から指示された。

 物理的に無理な納期を顧客・営業から依頼され、
断れなかった。

 つい顧客情報を家族に話してしまった。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

欠陥(ミス)を発見したときにとるべき行動

素直に認めることにより、道が開けることがある。

理想論や、きれいごとではなく「素直に認める」ことが結局

リスクもコストも最小限に抑えることができる!

「これを知っているのは自分だけであり、このこ
とがもたらす危害を防げるのは自分だけである」

 技術者の仕事は、社会に貢献して終了する。

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

顧客・社内からの不当な圧力に対しては…

 現場担当者から管理者まで、それぞれの立場で技術に対す
る正しい知識を習得し、不当な圧力に対しては、「なぜ対
応することができないのか」を説明する能力を持つ。

 「顧客の言いなりになること」＝「顧客の要望に応えるこ
と」ではないことを認識する。

 組織内で、これらの圧力がかかった際に対応が取れる体制
を取り、誰もが困った際に相談できるようになっているこ
とが大切。

環境測定分析業界における企業行動規範
日本環境測定分析協会
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者としてミスやトラブルを防ぐためには

• 社内でのコミュニケーション(同僚・上司・他部署)が大切。

– 情報の分散が効率の低下、ミス・トラブルのリスクを高
める。

• 顧客、社会へきちんと説明するためには、どのように
「伝えるか」ではなくどのようにすれば「伝わる」のかを
考える。

– そのためには、技術に対する正しい知識が必要。

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

技術者としての倫理上の留意点

• 「知らなかった」は通らない。常に知識、技術の更新を
図り、研鑽に努めなければならない。

• わかるように説明しなければならない。依頼者や雇用者
に対して、説明責任が課せられる。

• 倫理上の問題と見抜ける感性を養わなければならない。

技術に忠実に判断するとともに、技術の限界を知ること。

結果について想像し、原則に立ち返ること。

何よりも、技術者である前に市民であることを忘れないこと。
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

最後に…

• 現場力の向上、正しい知識と技術の取得が技術者
倫理の維持・向上には不可欠です。

• 私たちは、一人で仕事をしているわけではあり
ません。必ずあなたを守ってくれる上司、仲間
がいます。

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

参考

環境測定分析業界における企業行動規範

https://www.jemca.or.jp/wp-content/uploads/2018/01/act_kihan_H29.pdf

環境測定分析技術者のための倫理規範

https://www.jemca.or.jp/wp-content/uploads/2018/01/rinri_kihan_H29.pdf

※いずれも日本環境測定分析協会ウェブサイト内



計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

15

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ1「環境測定分析と技術者倫理」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境測定分析技術者のための倫理規範
■「正しい環境測定業務」

→「公衆の安全」、「自らの専門的知識及び経験に
基づき」

■「有能性と威信を高める努力」
→

「…信頼性のある適正な環境測定分析業務」
「持続社会の構築に向けて…社会とのコミュニケーションに
努め…。

■以下、企業の役割
「(不正行為、反倫理的な行為未然防止のための）

必要な規定類の見直し」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境測定分析業界における企業行動規範

■日頃から顧客との良好なコミュニケーションに努め

■人権が尊重される職場環境

■危機管理の推進（地域社会への貢献）

■個人情報の適正な管理

■持続可能な社会への実現に向けた取り組み

→ 常に国や地方公共団体における施策の動向、地域から

寄せられる期待等を念頭に置くこと。

… ダイバーシティ

… 3.11

… SDGs
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

水質・土壌技術委員会
一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

環境計量士の仕事

株式会社オオスミ
平澤 智弘

平成30年度 計量管理講習会(濃度)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

1. 環境計量士の仕事(職務)
2. 事業規程及び事業規程細則
3. 計量管理 年間スケジュール(例)
4. 計量管理 日常管理(例)
5. 文書・記録の管理
6. 設備(機器等）の管理
7. 試薬等の管理
8. 施設等の管理
9. 教育訓練
10. その他
11．最後に
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

1.環境計量士の仕事（職務）

◎計量管理を行う （計量管理者）

• 計量法第109条第2項
(1)計量器の整備
(2)計量の正確の保持
(3)計量方法の改善
(4)その他適正な計量の実施を

確保するために必要な措置

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.事業規程及び事業規程細則
○ 計量管理等の具体的内容については、

各々の事業者において、事業規程と
事業規程細則で定めることになっている

「事業規程」
計量証明事業者として適正な計量を実施

するため、基礎的事項を定めて都道府県知事
に届け出るもの
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

事業規程細則
「事業規程細則」

事業規程を補うために、より詳細な実施
手順を定めるもの

円滑な事業の運営のため、各々の事業者が、
事業の形態、規模、対象分野及び設備等に
あわせて自主的に作成する

⇒ 具体的な計量管理の内容が記されている

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

事業規程細則に記載すべき主な内容

(1)環境計量士が計量管理者として責務を
果たせる権限の確保と「組織及び業務分担」

(2)規程及び文書等の適正な整備方法

(3)「設備（機器）等」及び
「試薬（標準物質を含む）等」の適正な管理

(4)「計量証明対象物質名等一覧」及び適正な
「計量の方法」の選定
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

事業規程細則に記載すべき主な内容
(5)「試料採取・現地測定」及び「計量の実施」等

の各工程の計画・実施・管理方法

(6)「数値の管理」方法

(7) 証明書への記載及び
「計量証明書の作成と発行」方法
※電子文書の発行を行う場合

電子文書の発行に関する細則が必要
(8)「外部委託管理」方法

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

事業規程細則に記載すべき主な内容

(9)記録の管理方法

(10)事業所全体の技術の向上、維持・教育の方法

○事業規程細則は、各々の事業者の各種規程類
と分けて作成する必要なし
○細則の名称は「事業規程細則」と称さなくても
良い
○ISOなどの登録をしている場合、これらを合わ
せた総合マニュアルとしても良い
（ただし計量法の要求事項を満たしていること）
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

適正な計量の実施の確保
○特定計量証明事業認定(MLAP)には、事業規程とは
別に品質マニュアルを作成する必要がある
○MLAPやISO等の認定・認証を取得していない場合
でも、適正な計量の実施を確保するために、PDCAサ
イクルを活用して、計量結果の信頼性を高め、維持し
ていくことが大切である
○ Plan:計画
Do:適正な実施
Check:問題点を見つけるための確認・評価
Action:原因排除し改善（予防・是正）

⇒ 実行力が求められる

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

３.計量管理 年間スケジュール(例)

• 4月(3月）～6月
(1)事業（業務）計画

(品質）方針、課題と対策の整理、実施計画
設備点検、更新、新規設備導入、人員配置
精度管理計画（内部精度管理、外部精度管理）
教育訓練 等

(2)各種届出
(3)文書関連の点検、見直し
(4)外部監査(ISO関係)
(5)防災訓練
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

３.計量管理 年間スケジュール(例)

• 7月～9月
内部監査
社内教育
社外セミナー等への参加

• 10月～12月
内部監査、(立ち入り検査)
内部精度管理(自己精度確認)
社内教育
社外セミナー等への参加
健康診断
来期設備更新及び増設、人員計画（予算）

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

３.計量管理 年間スケジュール(例)

• 1月～3月
社内教育
外部監査(ISO関係）
緊急事態訓練
事業報告（まとめ）と次年度計画準備
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

３.計量管理 年間スケジュール(例)

・その他定期
課内打合（毎週）、部門会議（1ヶ月）、
全体会議（3ヶ月）
分析機器類定期点検（3ヶ月）、
試薬在庫管理（3ヶ月）
作業環境測定(6ヶ月）
外部精度管理調査参加
（日環協技能試験、日環協SELF、

環境省環境測定分析統一精度管理調査 等）
廃液処理、産業廃棄物処理(特管含む)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

４.計量管理 日常管理(例)
◎測定分析業務の流れ(概略)

① 測定分析依頼受付

② 実施計画・準備

③ 採取・持込試料受領

④ 測定分析

⑤ 計量証明書作成・発行
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

① 測定分析受付

✓管理内容
依頼の目的、対象試料、分析項目、分析方法、納期な

ど、対応可能か、外部委託が必要か 等

・確認・承認: [受付票] 等
受付担当者 → 担当部門責任者 → 計量管理者

・関連文書
「依頼受付手順」
「計量証明対象物質名等及び

計量の方法と機器又は装置」
「外部委託管理手順」 等

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

② 実施計画・準備

✓管理内容
採水方法、分析方法、分析手順が適切に

選定されているか 等

• 確認・承認:[分析実施計画書] 等
担当者 → 検査部門責任者 → 計量管理者

• 関連文書
「計量証明対象物質名等及び計量の方法と

機器又は装置」
「採取マニュアル(採取容器や保存方法も含む)」
「外部委託管理手順」 等
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

③ 採取・持込試料受領

✓管理内容
適切に採取しているか、依頼内容との整合性は

取れているか 等

• 確認・承認:[採取実施記録] [試料受領書]等
採取担当者 → 検査部門責任者 → 計量管理者

• 関連文書
「採取マニュアル(採取容器や保存方法も含む) 」
「試料取扱手順」
「採水に関する注意事項」 等

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

④ 測定分析

✓管理内容
適正に実施されているか、異常値の有無 等
異常値:計量結果に対して過去のデータ、一般的な数値、
項目間のバランスなどから判断
• 工程内確認: [チャート紙] [測定分析記録紙]等

分析担当者の自己管理が重要
分析担当者 → 検査部門責任者 → 計量管理者

• 関連文書
「測定分析マニュアル」（各種標準作業手順書）
「設備管理手順」、「試薬管理手順」、
「数値の取扱手順」等
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

④ 測定分析
✓精度管理（例）(精度管理項目が指定されていない場合)

1.内部精度管理
1-1.通常の分析操作内での確認
1)実際の分析業務中でできる項目を選ぶ
2)標準作業手順書の操作条件を守って実施した結果として出てく
る数値を日常的に管理する

ブランク値、管理用試料（標準物質など）、二重測定 等
1-2.濃度既知試料による自己精度確認

回収率、バラツキ(CV)
2.外部精度管理

日環協技能試験やSELF
環境省環境測定分析統一精度管理調査等

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

⑤ 計量証明書作成・発行

✓管理内容
依頼内容の整合性、計量結果の妥当性、必要事項

の記入、計量証明対象外項目の明記、記載ミスは
ないか
• 確認・承認:[計量証明書] [各種記録簿]等

担当者 → 計量管理者
• 文書関連
「計量証明書発行に関する手順」
「数値の取扱手順」 等
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

法で定められた届出関係

• 4月～6月:
(1)計量証明事業者報告書提出

前年度(4月～3月）の計量証明件数
期限:4月30日

(2)検定、計量証明検査

(3)排水処理結果報告
下水放流:除害施設処理水質、排水量
公共用水域:事業所からの排出水水質、排出量
測定及び報告頻度:(処理規模等により異なる)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

法で定められた届出関係

(4)産業廃棄物
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
前年度（4月1日～３月３１日まで)の

マニフェスト
伝票の交付状況に関する報告書
期限:6月30日

(5)化学物質排出移動量届出制度(PRTR)
前年度の年間取扱量
期限:6月30日
※該当する事業所の場合
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

5.文書、記録管理
業務管理内容は、適正な計量を実施するために、常

に見直し、改善を行う

その際に、事業規程、事業規定細則の改定が必要な
場合は、速やかに改定を行い、関係者に周知させる

事業規程の変更があった場合は、変更届を各都道府
県知事に届け出る 【事業規定変更届出書】

環境測定分析の業務に係るすべての記録は整理して、
一定期間保存する

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

6.設備(機器)等の管理
• 設備(分析機器）等の状態を把握する
• 設備管理台帳:履歴を記録

（設備管理責任者）
• 日常点検記録:（担当者）
• 定期点検記録:（設備管理責任者）
• 各事業所の点検で補えない箇所は、オーバー

ホールも含め計画的且つ定期的にメーカー等に
依頼

⇒ 設備の変更や追加があった場合は
変更届を速やかに提出する

【登録申請記載事項変更届】



13

計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

特定計量器

◎計量法 特定計量器:pH計、騒音計等（14種類）

(1)検定:取引又は証明に使用する特定計量器は検定
を受ける
有効期間(pH計の場合）:検出器2年、指示計6年

(2)計量証明検査:計量証明で使用する特定計量器は
一定期間ごとに都道府県知事の検査を受ける
検査周期（pH計の場合):指示計3年

特定計量器により検定期間や検査周期が異なる

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

法規制のある設備（例）

(1)放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律

表示付認証機器
ガスクロマトグラフ用ECDや放射線源など

・平成25年4月1日より定期報告義務はなし
・使用届、変更届、廃止届は必要
・放射線障害予防規程作成と届出
・法に従い適切に点検、管理する
・対象外のものについても、適切な管理が必要
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

法規制のある設備（例）

(2)ボイラー及び圧力容器安全規則
第1種圧力容器:高圧蒸気滅菌器など

・１年以内ごとに1回、本体、ふたの締付け等

ボルト等の損傷
又は摩耗の有無を定期的に自主検査する

・その結果を記録し、3年間保存

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

法規制のある設備（例）

(3)電波法に基づく、高周波利用設備
ICP-ES、ICP-MS、MW分解装置など
使用届、変更届、廃止届必要
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

法規制のある設備（例）

(4)労働安全衛生法（有機溶剤等）
（対象となる事業所）

局所排気装置（ドラフト）
設置・移設・変更届が必要
1年以内ごとに1回の自主検査

・作業環境測定
6か月毎に1回定期に作業環境測定士に

よる作業環境管理
測定を実施記録及び評価記録を3年間保存

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

7.試薬等の管理
○標準物質:基本的にJCSS制度がある物質は

認定事業者から供給されるものを用いる

○(JCSS)証明書の保管、使用記録

○試薬の選定は、対象分析項目、分析方法、求め
るレベル、使用する分析機器などから適切に選択
する
⇒事業規程、細則、SOP、ISOなどで規定する
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

7.試薬等の管理
○各試薬の保管及び取扱い

安全データシート(SDS)※の情報から
危険性や注意点を十分理解し、化学物質に係る関
連法令(消防法、毒物および劇物取締法、労働安全
衛生法、廃掃法など)に従い、安全第一に心掛ける
※SDS(Safety Date Sheet)は、最新版管理を行う

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

試薬等に係る法令(例）
(1)毒物・劇物取締法

環境計量証明事業では、届出等は必要ないもの
法を遵守して毒劇物を取り扱う必要がある
保管庫:表示と施錠
在庫量管理・記録
教育・訓練
試薬等管理責任者を選任する

(2)化学物質排出移動量届出制度(PRTR)
第一種指定化学物質の年間取扱量等の
要件を満たす事業者は、1年1回の届出が必要
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

試薬等に係る法令(例）
(3)労働安全衛生法

対象となる化学物質(663物質)を取扱う
すべての事業場が対象
ラベル表示
SDSの交付
リスクアセスメントの実施が義務

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

8.施設及び環境条件の管理
○分析室

コンタミネーションの防止
5S（整理・整頓・清潔・清掃・躾）の励行
温度や湿度
安全衛生面の管理(保護具等)
火災や地震等の災害対策
盗難等の防犯対策

○廃液、排ガス処理、廃棄物処理
→ 関連法令に従って処理を行う
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

9.教育訓練
○分析担当者等の技能、技術力等が測定分析精度に

大きく影響。また、安全面に関する訓練も同様に必要

○計量管理者も、常に新技術や法規制等の動向に
ついて最新情報を入手する
種々のセミナーへの参加などを通して

技術力等を高めていくことが必要

○教育、訓練計画を立てて、教育・訓練を実施して行く
社外の各種セミナー、講習会への参加
事業所内のOJT指導や勉強会等
防災訓練、緊急事態訓練等

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

10.その他

環境試料の分析では、

①サンプリングが難しい
②経時変化のある多数試料を迅速に分析する
③多成分同時定量の必要性がある
④分析機器への依存度が大きい
⑤分析データは、分析方法・分析装置に依存する
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

10.その他

⑥高感度分析は、マトリクス成分や共存物質の
影響を受け易いため、干渉を考慮する

⑦対象物質の最適分析方法の選択が必要
⑧目的成分について、分子構造、酸化数、結晶

構造を含む化学形の同定とその化学種の定量
分析も必要

⑨社会性が強くデータが独り歩きすることがある
⑩分析データは「客観性・正確性・信頼性」を

常に求められる

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

10.その他

(1)受付から調査・分析、報告書、検査の流れを
把握する(できれば実体験を)

(2)１日１回は現場を回る(現場・現実・現物)
現場の動きや実態を知る

(3) 現場の問題（潜在的問題）の洗い出しや本質
的な問題解決、隠れたムダを排除する
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Ⅰ『計量管理の実際と課題』 テーマ2「環境計量士の仕事」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

10.その他

(4) 計量管理の標準化と基本ルールを
守る(守らせる)

(5) 報告書の質の向上と現場管理の
レベルアップは同じ次元

(6) 経営層への提言
厳しい経営環境の中でこそ信頼重視が
大切コンプライアンスを強化する

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

11.最後に

計量証明事業規程は、最低限として考える

我々は技術を磨くことが永遠のテーマ

コスト感覚も大切だが、品質(精度)も大切
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1

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

水質・土壌技術委員会

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

Ⅰ 『計量管理の実際と課題』
テーマ３

「JIS改定の動向」

一般社団法人日本環境測定分析協会

水質・土壌技術委員会

2018.6.29

株式会社環境科学研究所 牧原 大

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

本日の内容
• 水質
① JIS K 0101 （2017） ：工場用水試験方法（追補1 ）
② JIS K 0102 （2019?） ：工場排水試験方法

• 大気（排ガス）
③ JIS K 0110（2018）：

排ガス中の亜酸化窒素（N2O）分析方法
④ JIS K xxxx：

仮称）排ガス中の揮発性有機化合物分析方法

⑤ JIS K xxxx：
仮称）排ガス中の硫黄化合物分析方法

2
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2

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

3

・水 質

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

① JIS K 0101（2017）（追補1）

12 電気伝導率
・保管方法、国際規格、温度換算式等の記載が

無いので、JIS K 0102 13の引用記載とする。

19 BOD（生物化学的酸素消費量）
・ふ卵器の記述が残ったまま。光学式センサが

未採用。飽和溶存酸素表が旧版なので、

JISK0102 21の引用記載とする。

4
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3

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

① JIS K 0101（2017）（追補1）
24 溶存酸素
・ウィンクラー法は残す。

・ウィンクラーアジ化ナトリウム変法は

JIS K 0102 32.1の引用記載とする。
名称は 「よう素滴定法」に変更。

・ ミラー変法、隔膜電極法は

JIS K 0102 32.2/32.3の引用記載とする。
・光学式センサ法を追加。

JIS K 0102 32.4の引用記載とする。
5

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

② JIS K 0102（2019?） 改正予定

・蒸留及び加熱分解前処理操作の小型化

・残留塩素測定法における誤検出抑制法の追加

・ﾅﾄﾘｳﾑ及びｶﾘｳﾑ測定法へのICP-OES法の追加

・ GC-MSを用いたアルキル水銀測定法の導入

・LC-ICP-MSを用いたクロム分離測定法の導入

・ﾍﾞﾘﾘｳﾑのICP-OES 法、ICP-MS法の本体への移行

6
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4

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

小型蒸留

・項目：フェノール類、ふっ素化合物、シアン化合物、

アンモニウムイオン

・小型蒸留の手法は３種類

－ 100mL（又は200mL）の小型フラスコを用いる方法
－市販の小型蒸留装置を用いる方法

－空冷式小型蒸留装置を用いる方法（JIS採用見送り）

7

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

小型蒸留装置とは

• 従来の大型蒸留装置をスケールダウンしたもの。

• サイズの小型化と、それに伴う試料量、試薬量、

蒸留時間の削減等が期待されている。

写真1. 小型蒸留装置の例

蒸留管 試料容器

冷却管

冷却管先端

蒸留装置本体

受器

（株）三菱ケミカルアナリテックHPより 8
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5

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

蒸留装置大きさの比較

蒸留装置 小型蒸留装置

9

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

フェノール類 28.1
• 小型フラスコを用いる蒸留操作を追加
－既存の500mLフラスコに代え、100mL又は
200mLのフラスコを使用する方法。
• 小型蒸留装置を用いる操作を追加
－従来法に比べ、使用器具が小さくなることで
分析技術者の操作負担が軽減されると共に、
試料量を5分の1から2.5分の1に低減する事が
可能。

• 溶媒抽出法と固相抽出法を本文に組み込む。

10
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6

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

ふっ素化合物 34.
• 小型蒸留装置を用いる操作を追加

－従来法では1000mLの容量の蒸留フラスコを
使用する必要があるが、それが50～80mLとな
るほか、使用する酸の量を約3分の1に低減す
る事が可能。

11

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

シアン化合物 38.
• 小型蒸留装置を用いる操作を追加

－従来法に比べ、使用器具が小さくなることで

分析技術者の操作負担が軽減されると共に、
試料量を2分の1に低減する事が可能。

12
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7

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

アンモニウムイオン 42.
• 付属書の「サリチル酸塩を用いるインドフェノール青
吸光光度法」を本体へ
－従来法に比べ固体試薬であるサリチル酸は臭いも
無く、試薬調製がしやすい等のメリットがある。温度と
時間の条件を明記して本体に移行。従来法との区別
のため名称は「サリチル酸-インドフェノール青吸光光
度法」となる予定。
• 200mLのフラスコを用いる蒸留操作を追加
－従来法に比べ、フラスコの容量を2. 5分の1とする
事が可能、硫酸の量は2分の1に低減する事が可能。
• 小型蒸留装置を用いる操作を追加
－従来法に比べ、フラスコの容量を10分の1とする事
が可能、硫酸の量は5分の1に低減する事が可能。

13

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

加熱分解前処理操作の小型化

・項目：全窒素、全りん

＜操作方法＞

試料量を現行の1/5程度とし、耐圧・耐熱性ねじ口試
験管とブロックヒータ（150～180℃）とを用いて分解を行
う方法。

注意点：試料量が少量となるため、分取の際には

試料の均質性を十分確保する必要あり。

14
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8

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

全窒素 45.
• 加熱酸分解前処理の小規模化

－耐熱/耐圧の試験管とブロックヒーターを用い
る分解方法を流れ分析の備考に追加。従来法に
比べ試料量を5分の1に低減することが可能。

15

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

全りん 46.3
• 加熱酸分解前処理の小規模化

－耐熱/耐圧の試験管とブロックヒーターを用い
る分解方法を備考に追加。従来法に比べ試料量
を5分の1に低減することが可能。

16
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9

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

17

・大気（排ガス）

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

③ JIS K 0110 （2018）
排ガス中の一酸化二窒素分析方法

今回の改正ポイント

・新規作成のJIS
・分析方法はGC法のみ。
検出器は電子捕獲検出器（ECD）、
質量分析計（MS）の2種類を採用。

18
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

一酸化二窒素分析方法の特徴

19

・NOxの一部が、SO2、水分、CO2等によって

N2Oになる。
※ SO2 、水分、 CO2の除去が必ず必要。

※採取時にはソーダ石灰、塩化カルシウム、

水酸化ナトリウムの吸収管が規定。

・ N2Oは不安定。
※ 「採取後速やかに測定」と規定。

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

ガスクロマトグラフ（ECD）法及び
ガスクロマトグラフィー質量分析法の測定例

20

ガラス中空カラムによる キャピラリーカラムによる

GC-ECD測定例（N2O濃度：2.0ppm) GC-MS測定例（N2O濃度：0.5ppm)
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

④ JIS K xxxx （20xx）
仮称）排ガス中の

揮発性有機化合物分析方法

JIS K 0088「排ガス中のベンゼン分析方法」、
JIS K 0305「排ガス中のTCE、PCE分析方法」
を廃止し、その代わりとしてVOCの一斉分析を視
野に入れたJIS規格を作成中。

※現行JIS  バッグ採取－加熱脱着－GC（FID／ECD）
捕集瓶採取－GC（ECD）
吸収液採取－吸光光度法 など

21

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

概要

・検出器は質量分析計（MS）、水素炎イオン化
検出器（FID ） 、光イオン化検出器（PID） 、電子
捕獲検出器（ECD）、熱伝導度検出器（TCD）の5
種類の予定。

・それぞれの検出器の特性に合わせ、一斉分
析できる項目は検出器毎に設定される予定。

・採取／測定方法は捕集ﾊﾞｯｸﾞ法、真空捕集瓶
法、固体吸着－加熱脱着法となる予定。

・容器法（キャニスター）は含まれない予定。

22
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

概要 つづき

・ガス中のVOC分析の際には必須となる技術
文書（検量線の作成方法、吸着剤選択の手引
き、吸着剤使用の手引き、破過容量の測定、
固体吸着法による回収率の測定、等々）が付
属書として、添付される予定。

・技術的な内容を充実させ、排ガス以外のガス
分析への応用も視野に入れた新規作成JISとな
る見込み。

23

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

⑤ JIS K xxxx （20xx）
仮称）排ガス中の硫黄化合物分析方法

JIS K 0091／0092／0108「排ガス中の二硫化炭
素／メルカプタン／硫化水素分析方法」を廃止し、
排ガス中の硫黄化合物類を一斉に分析出来るよ
う拡張性を持たせることを目的にJIS規格が新たに
作成される予定。

悪臭防止法（環告9号）への適用も視野。

※現行JIS バッグ又は捕集瓶採取－GC（FPD）
吸収液採取－吸光光度法 など

24
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一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

現在検討されている方向性

・検出器は炎光光度検出器（FPD）、原子発光検出
器（AED）、化学発光硫黄検出器（SCD）、光イオン
化検出器（PID） 、熱伝導度検出器（TCD） 、電子捕
獲検出器（ECD）、質量分析計（MS）等の予定。
・それぞれの検出器の特性に合わせ、一斉分析
できる項目は検出器毎に設定される予定。

・採取方法は捕集ﾊﾞｯｸﾞ法、真空捕集瓶法（捕集
缶を含むかも）、固体吸着－加熱脱着法となる予
定。カラムにはキャピラリーカラムを採用予定。

25

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

日環協より

日環協は多くの環境分析に係るJIS規格の原
案作成団体となっており、それ以外の関連する
JIS規格に関しても改正委員会へ委員を派遣し
ております。より良いJIS規格の作成のため、現
在、使用しているJISについての疑問や、JIS改
正の提案があれば、日環協へご意見をお寄せ
ください。

実際に皆様のご意見がJISの改正に反映され
たケースもございます。

今後もよりよいJIS規格の作成のため、ご協力
をどうぞよろしくお願い致します。

26
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試薬と標準（品）

2018年6月29日

一般社団法人 日本試薬協会
規格委員会
大福 裕子

目次

1

Ⅰ 試薬とは
１． 一般的な概念
２． 試薬と標準品の関係
３． ラベル及びSDS
４． 使用期限(保存期間) について

Ⅱ 標準品とは
１． 製造の概要
２.    標準品の分類
３． 計量トレーサビリティーとは
４. RM文書（認証書又は製品情報シート）など
５. ラベル及びSDS

Ⅲ 海外標準品について
Ⅳ 今後の標準物質整備計画の動向
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Ⅰ 試薬とは

2

1. 一般的な概念

2. 試薬と標準品の関係

3. ラベル及びSDS

4. 使用期限(保存期間) について

1. 試薬とは
１．一般的な概念

3

例：エタノール （いわゆる化学物質）

化学分析に用いる ⇒ 試薬
工業用に使用する ⇒ 工業用薬品
生体や組織に作用させる ⇒ 薬剤
ヒト・動物に用いる ⇒ 医薬品(動物薬）

In vitro実験などに使用するため、
生体から取り出した酵素・薬品など (ｱﾐﾗｰｾﾞ)

研究・分析・検査等において、
化学実験で反応させる、化学分析を行うときに
使用される薬品
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
（化審法）」

4

「化学的方法による物質の検出もしくは定量、物質の合成
の実験または物理的特性の測定のために使用される化学
物質」

↓
「化学分析、実験、試験研究、検査等に用いられるものを意味してお
り、本法でいう試薬かどうかの判断は、原則として製造形態、荷姿等
によって行うものとする。この場合、試薬の表示が付されていても工
業薬品、工業用原材料の用に供するためのようなものは、本法でい
う『試薬』には該当しない。」

２．試薬と標準品の関係（１）

5

JIS K 8005
容量分析用
標準物質

（12品目）

JISマーク表示試薬*
又はJIS規格適合品
（約420品目）

*化学用途の試薬の中でも

汎用されるものには
日本工業規格(JIS)

事業者の供給する
試薬

（7万～10万種）

化学物質
品目数 不明

標準品
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２．試薬と標準品の関係（2）

6

事業者の供給する一般試薬
（7万～10万種）

標準品
（1万
～2万種）

国際単位系にトレーサブルな
標準物質（約400種）

7

化学物質 試薬

認証標準物質（CRM）
（JIS K 8005

容量分析用標準物質）
標準物質（RM）

標準品

２．試薬と標準品の関係（3）
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8

（1） 個体
例：安息香酸（試薬）

事業者名 等級

主な
取扱い注意事項

GHS（絵表示）*
JIS Z7252:2014
JIS Z7253:2010

３．ラベル及びSDS
試薬に関する情報を記載

資料1

9

例：安息香酸 (試薬）のSDS

1. 製品及び会社情報
2. 危険有害性の要約
3. 組成及び成分情報
4. 応急措置
5. 火災時の措置
6. 漏出時の措置
7. 取り扱い及び保管上の注意
8. 暴露防止及び保護措置
9. 物理的及び化学的性質
10. 安定性及び反応性
11. 有害性情報

12. 環境影響情報
13. 廃棄上の注意
14. 輸送上の注意
15. 適用法令

16. その他の情報

なし

残余廃棄物：可燃性溶剤と混合して、スクラパーを具備した焼却炉で焼却処理を行う。
または、都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理をする。

容器 ： 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

安息香酸SDS参照

資料2
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10

（2） 液体
例：アセトニトリル(試薬）のラベル

GHS（絵表示）*
JIS Z7252:2014
JIS Z7253:2012

医薬用外劇物
成分含量

危険物（消防法）

事業者名

試薬の等級

用途
試験・研究用

主な
取扱い注意事項

英語

日本語

(拡大）

*GHS（Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals） 資料3

11

例：アセトニトリル(試薬）のSDS

1. 化学品及び会社情報
2. 危険有害性の要約
3. 組成及び成分情報
4. 応急措置
5. 火災時の措置
6. 漏出時の措置
7. 取り扱い及び保管上の注意
8. ばく露防止及び保護措置
9. 物理的及び化学的性質
10. 安定性及び反応性
11. 有害性情報

12. 環境影響情報
13. 廃棄上の注意
14. 輸送上の注意
15. 適用法令

16. その他の情報

0

アセトニトリルSDS参照

資料4
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4. 使用期限(保存期間) について

12

使用期限は、試薬の安定性に依存する。
（SDSの安定性が参考になる。）

↓
・取扱い、保管が適切でないと、使用期限は短くなる。
・大きな問題は、汚染と考えられる。

事業者によっては、使用期限を設けているものもある。
JIS表示品 グリセリン(試薬） 2年

ぎ酸（試薬） 1年
ブタノン（試薬特級） 1年

一般品 さらし粉 3年
フェニルヒドラジン系試薬

試薬瓶に
廃液が入っている
！！

廃液

廃液記載と
のラベルの
見落しの

廃液は、未確認のものが入っているため
事業者は、安易に開封確認は難しいです。

リスク管理がお互いに必要かと思われます。

問い合わせ

廃液瓶が
なくなっていた。

13
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Ⅱ 標準品とは

14

1. 標準品の分類

2. 供給されている認証標準物質

3. 計量トレーサビリティ

4. 標準（品）と認定プログラム

5. ラベル, RM文書及びSDSなど

15

・認証標準物質 ・・・・特性値が十分に均一で、適切に確定され、SIトレーサブルかつ
認証書の添付（国内品/海外品/国家計量標準）
ISO17034（ISO Guide 34）取得事業者製品

・標準物質・・・ 特性値が十分に均一で、適切に確定されているもの
（ SIトレーサブル）

（国内品/海外品；ISO17025取得事業者製品, JCSS）

・標準品 ・・・ 事業者が社内製品規格に従って製造したもの
（国内品/海外品）

標準物質
（ISO17025）

認証標準物質
（ ISO17034 ）

標準品

1. 標準品の分類
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２.供給されている 認証標準物質

16

現在、下記の２つの規格の標準物質が混在している。
① ISO Guide 34を適用したCRM
② ISO 17034を適用したCRM/RM

ISO Guide 34 からISO 17034 への移行期間は、 2016.11.1 ～2019.10.31と
なっている。

17

ISO/IEC 17025 certified RM

NMIJのHP＆JISより

認証標
準物質

認証標準物質（CRM) ISO Guide 34
以下の3項目を満足する物質
・認証書の添付
・認証書に記載された認証値（１つ以上の特性値）は

トレ－サビリティの確立された手順によって確定
・不確かさの付与

*国立研究法人産業技術研究所
計量標準総合センター

標準品（ISO 9001取得も含む）

ISO Guide 34の場合
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18

ISO 17034の場合

認証標
準物質

認証標準物質（CRM) ISO 17034
以下の3項目を満足する物質
・認証書の添付
・認証書に記載された認証値（１つ以上の特性値）は

トレ－サビリティの確立された手順によって確定
・不確かさの付与

ISO/IEC
17025 ISO/IEC 17025 certified RM

NMIJのHP＆JISより

*国立研究法人産業技術研究所
計量標準総合センター

19

ＩＳＯ/ＩＥＣ 17025 (ＪＩＳＱ １７０２５） とは

・ 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
（製品ではなく、試験所の能力に関する要求事項を示す。）

・ＣＲＭ／ＲＭの値付けの際に適用される規格

概要
４．一般要求事項

公平性、機密保持
５．組織要求事項
６．資源要求事項

一般、要員、施設及び環境条件、設備、計量計測トレーサビリティ、
外部から提供される製品およびサービス

７．プロセス要求事項
契約内容の確認、方法の選定検証及び妥当性確認、サンプリング、
品目の取り扱い、技術記録、測定の不確かさ評価、結果の妥当性の保証、
結果の報告、苦情、不適合業務、データの管理

８．マネジメントシステム要求事項
選択肢、マネジメントシステム文書、マネジメントシステム文書管理、記録管理、
リスク及び機会への取り組み、改善、是正処置、内部監査、マネジメントレビュー

https://www.nite.go.jp/iajapan/aboutus/ippan/iso17025.html
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20

ＩＳＯ 17034 (ＪＩＳ Ｑ １７０３４：2018） とは

標準物質生産者(RMP)の能力に関する一般要求事項
（認証標準物質を含む標準物質の生産者に関する一般要求事項を示す。

標準物質生産者の能力及び一貫した運用に関する一般要求事項）

・ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) の関連する要求事項に整合している。
ISO guide 31 (JIS Q 0031)   認証書の内容
ISO guide 35 (JIS Q 0035)

値付けの設計，均質性及び安定性試験
・この規格に適合している標準物質生産者はまた，一般的にJIS Q 9001 の

原則に従っても運用されている。

21

ＩＳＯ 17034 (ＪＩＳ Ｑ １７０３４：2018） とは（続き）

4 一般要求事項
契約に関わる事項、公平性、機密保持

5 組織に関する要求事項

6 資源に関する要求事項
要員、外部委託、装置，サービス及び供給品の準備、施設及び環境条件

7 技術及び生産に関する要求事項
一般要求事項、生産計画、生産管理、 物質の取扱い及び保管、物質の加工、測定手順、
測定装置、データの完全性及び評価、認証値の計量計測トレーサビリティ、均質性の評価、
安定性の評価及びモニタリング、値付け、特性値及びその不確かさの付与、
RM 文書及びラベル、配付サービス、品質及び技術的記録の管理、不適合業務の管理、
苦情

8 マネジメントシステムに関する要求事項
選択肢、品質方針、マネジメントシステムの文書化、マネジメントシステム文書の管理、
記録の管理、マネジメントレビュー、内部監査、リスク及び機会への取組み、是正処置、
改善、顧客からのフィードバック
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・国際単位系は、メートル法の後継として国際的に定めた単位系である。
・メートル条約に基づきメートル法のなかで広く使用されていたMKS単位系を拡張。

［長さの単位にメートル（m）、質量の単位にキログラム（kg）、時間の単位に秒（s）］を用い、
この3つの単位の組み合わせでいろいろな量の単位を表現。

（1954年の第10回国際度量衡総会(CGPM)で採択された。）

・国際単位系は、7基本単位を組み合わせて、組立単位の定義を行う。

時間 (s), 長さ (m), 質量 (kg), 電流 (A), 
熱力学温度 (K), 物質量 (mol), 光度 (cd)

・（日本）
1885年（明治18年）にメートル条約に加入、その後尺貫法と併用を経て、
1951年（昭和26年）施行の計量法で一部の例外を除きメートル法の使用が義務。
1991年には日本工業規格(JIS)が完全に国際単位系準拠となり、

JIS Z 8203（国際単位系(SI)及びその使い方）が規定された。

国際単位系（The International System of Units：SI）とは

３．計量トレーサビリティとは

23

７つの基本単位

https://www.nmij.jp/
Yokogawa Electric Corporation
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24http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Relations_between_new_SI_units_definitions.png

基本単位の関係

秒

物質量

質量

光度

温度

長さ

電流

現在では
質量以外の単位は
物理法則を用いて
定義されている

ボルツマン定数の数値

セシウム133原子の
超微細構造の周波数の数値

真空中の
光速度の数値

電気素量の数値

アボガドロ定数の数値

プランク定数の数値（予定）

周波数540×1012 Hzの
単色光の発光効率の数値

25

計量トレーサビリティの定義：
個々の校正が測定不確かさに寄与する、

文書化された切れ目のない校正の連鎖を通して、
測定結果を計量参照に関連付けることができる測定結果の性質。

（International Vocabulary of Metrology
－ Basic and general concepts and associated terms ー）

国家
計量標準

二次標準

実用標準

一般計測器

上位
（より正確な）
「ものさし」
への
比較の連鎖

産業技術総合研究所
（特定標準)

登録・認定事業者
（常用・参照標準）

登録・認定事業者
（特定二次標準）

ユーザ
（計測器）

計測のトレサビリティの体系図
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４．標準品/標準物質及び認定プログラム機関

26

第3者

事業者

標準物質の名称 認定プログラムの根拠 認定機関
（国内）

国家計量標準
ISO 17034 認定
（ISO Guide 34 認定）
自己宣言

IAJapan

認証標標準物（CRM) ISO 17034 認定
（ISO Guide 34 認定）

IAJapan
JAB

標準物質
（JCSS

ISO/IEC 17025）

ISO/IEC 17025 認定

自己適合宣言

IAJapan
JAB
PJLA（本社米国）

標準品 ISO 9001 登録
ISO 9001 自己適合宣言

多数

標準品 社内規格 無

27

標準（品）とISO規格（JIS規格）

標準品

ISO/IEC 17025

（ISO 9001）

JCSSなど
（ISO/IEC 17025）

CRM/RM
（ISO Guide 34 /

ISO 17034）

第三者認証

第三者認証/
自己適合宣言

国家計量標準

事業者製品規格
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(1) 事業者の製品規格適合品の標準品

ISO/IEC 17025

（ISO 9001）

事業者製品規格

ISO 17034/
ISO Guide 34

事業者設計
品質保証
試験成績書
品質システム

事業者設計
品質保証
試験成績書

標準品

29

ISO 17034/
ISO Guide 34

ISO/IEC 17025

（ISO 9001）

事業者製品規格

（2） ISO/IEC 17025 (JIS Q 17025) と標準物質
（第三者認証又は自己適合宣言）

試験所の能力の認証
SIトレーサブル
校正証明書など

第三者認証/自己適合宣言

JCSS，
標準物質
(SIトレーサブル）
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ISO/IEC 17025の概要

30

（１） 要求事項の構成
管理上の要求事項 （ISO9000と同等もしくは同等以上のマネジメントｼｽﾃﾑを運用）
技術的要求事項 （技術的に適格であり、妥当な結果を出す能力がある）

（２） 技術的要求事項のポイント

試験の方法及び方法の妥当性確認（不確かさを見積もる）
→ 測定のばらつき

測定のトレーサビリティ
→ 試験所の設備に対する校正プログラム（トレーサビリティ体系図）

試験結果の品質の保証
→試験所間比較又は技能試験プログラムへの参加

31

JCSS（Japan Calibration Service Systemの略称）とは

「① 計量標準供給制度」

計量トレーサビリティの確保

ISO/IEC 17025の要求事項を満たすこと

http://www.nite.go.jp/data/000001147.pdf
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32

「② 校正事業者登録制度」
IAJapan（International Accreditation Japanの略語）が（認定プログラム）を運用

NITEの適合性認定分野を担当している認定センターの呼称
（http://www.nite.go.jp/iajapan/index.html）

・校正事業者を対象とした任意の制度
・登録基準 計量法関係法及びISO/IEC 17025の要求事項

JCSS登録事業者は、

・特別な標章の入った校正証明書の発行（JCSS見本参照）
・表示されたマーク

日本の国家計量標準へのトレーサビリティが確保され
校正事業者の技術能力を有していることを表す。

相互承認（MRA）
JCSSを用いた試験結果は、

・世界中どこでも受入れられる（One-Stop-Testing）

33

・この証明書を発行した事業者は、
JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025:2005)及び
JIS Q 0034（ISO Guide 34：2009）に
適合しています。

・用途・使用方法・保管条件・保証期限に
ついては、
JIS Q0034（ISO Guide 34:2009）に
適合するように記載された事項であり、
計量法第144号（第一項）に基づいて
記載された事項ではありません。

資料5＆6

JCSS
証明書
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34

17025
認証証

資料7＆8

http://www.sekaichizu.jp/

APLAC

EA

SADCA

IAAC

35

ILAC（国際試験所認定協力機構 https://ilac.org/）
MRA加盟9８機関（2018.05.22 http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/）

4 地域協力組織;
APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構)
EA (欧州認定協力機構)
IAAC (米州認定協力機構)
SADCA (南部アフリカ認定協力開発機構)
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36

すべての試験・校正について適切な方法及び手順

それらの方法には，試験・校正を行うべき品目のサンプリング，取扱い，輸送，保
管及び準備が含まれ，また，

適切な場合，測定の不確かさの推定及び試験・校正データの分析のための統計
的手法が含まれる。

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

取扱い

輸送

保管

準備

試験・校正

不確かさ

★ 校正後の安定性は、不確かさに含まれていない。

安定性

考慮されていない

37

ISO 17034/
ISO Guide 34

ISO/IEC 17025

ISO 9001

事業者製品規格

Certified 
Reference Material
/Refeｒｅnce Material

製品設計・生産・認証値付与・配布
SIトレーサブル
認証書
第三者認証

（3） ISO 17034 (JIS Q 17034) と認証標準物質
（第三者認証）
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38

認定プログラム

ASNITE 製品評価技術基盤機構認定センター（IAJapan）が開発し、運営
http://www.nite.go.jp/iajapan/asnite/outline/index.html

JAB 公益財団法人 日本適合性認定協会（JAB）が開発し、運営
http://www.jab.or.jp/service/material_producer/

① 認証書の添付
② 認証書に記載された認証値（１つ以上の特性値）は

トレ－サビリティの確立された手順によって確定
（特性値が均質かつ安定で適切に確定されている）

③ 不確かさの付与

主な認定基準
ISO 17034 （ISO  Guide 34）

「標準物質生産者の能力に関する一般要求事項」

国際相互承認
APLAC- MRA （将来は、ILAC-MRA予定）

認証標準物質（Certified Reference Material；CRM)

39

CRMの認証証及びラベルの例

資料9＆10

CRM 認証書
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ISO 17034の概要

40

（１） 要求事項の構成
管理上の要求事項 （ISO9000と同等もしくは同等以上のマネジメントｼｽﾃﾑを運用）
技術的要求事項 （標準物質の生産が可能な能力があり、その運用が可能）

（２） 技術的要求事項のポイント
生産計画・生産管理・サンプリング・物質の加工

→ CRMの製造
均質性試験，安定性試験

→ CRMの品質保証
特性値及びその不確かさの付与・承認（ISO/IEC 17025引用）

→ 不確かさ、トレーサビリティ、結果の保証

RM 文書の承認

→ RMに関する情報
保管又は配布

出荷までの保管体制/ユーザーへの配送に際する品質保証

認証標準物質の製造の概要

41

原料 サンプリング 原料検査

（情報）

最終製品
サンプリング（品質管理）

値付け（品質管理）
認証値＋不確かさ

（認証値の計量計測トレーサビリティの証拠）

(工場：製造）

保管倉庫

（情報）

ユーザー

配送(配布）
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配布プロセス

・配付のプロセスは，標準物質の劣化を避けるために必要な予防策を含め，規定する。
・標準物質生産者（RMP）は，生産する標準物質に関連する妥当な手引及び技術支援を
顧客に対し提供する。

・標準物質が，生産者と契約関係にある販売業者を通して再販される場合，RMPは，効果的な配付後の
サービスが維持されることを確実にするために，その販売業者に全ての必要な情報を伝達し，かつ，
その販売業者の活動がこの規格に従って実施されることを，その販売業者と取決めを結ぶ。

注記 標準物質が上記以外の組織によって再販される場合，生産者は，これらの標準物質が
購入された後の上記以外の組織の活動を管理できない。
それゆえに，そのような再販者に対する配付サービスに関する要求事項は，最初の再販者に
だけに適用される。

(日本におけるCRMの配送の代表的なフロー）

RMP ユーザー(直送）

CRMの配送に関する事項
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A2LA USA - testing, calibration, inspection, RMP, ISO 15189, PTP 
ANAB dba L-A-B USA - testing, calibration, RMP, inspection, PTP
PJLA Inc. USA - testing, calibration, RMP 他4機関

JAB Japan - testing, calibration, ISO 15189, inspection, RMP, PTP（Proficiency Test Program）

IAJapan Japan - testing, calibration, RMP
VLAC Japan - testing

APLAC （アジア太平洋試験所認定協力機 https://aplac.org/）
フルメンバー加盟 47のうち、MRA加盟38 

（2018.05.22 確認 https://aplac.org/aplac_mra.htm）

http://www.sekaichizu.jp/

http://www.sekaichizu.jp/

APLAC

EA

SADCA

IAAC

45

ILAC（国際試験所認定協力機構 https://ilac.org/）
MRA加盟9８機関（2018.05.22 http://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/）

4 地域協力組織;
APLAC (アジア太平洋試験所認定協力機構)
EA (欧州認定協力機構)
IAAC (米州認定協力機構)
SADCA (南部アフリカ認定協力開発機構)
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46

ISO 17034/
ISO Guide 34

ISO/IEC 17025

ISO 9001

事業者製品規格

（4） 国家計量標準（NMIJ CRM/日本）

製品設計
生産・認証値・配布
認証書 第三者認証

国家計量標準
国家計量機関で

国際比較を実施。

47

国家計量標準（2017-2018）
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48

NMIJ CRM 認証書

https://www.nmij.jp/service/C/crm/
資料11&12

49

(5) SIトレーサブルな
標準物質（RM)

純度（質量分率）は、一般財団法人
化学物質評価研究機構（ CERI）が発行した
校正証明書に記載した純度（不確かさを含む）
を基に、事業者が小分けにおける均質性及び
安定性評価等から求めた不確かさを加えて
決定したものであり、
本標準物質の純度（質量分率）は
CERIを通じて国際単位系（ SI）にトレーサブルです。

・CERI が発行した校正証明書は検索できます。
http://www02.wako-chem.co.jp/siyaku/trm/index.asp

・ 事前の承認なしに、この証明書の一部分のみを

複製することを禁じます。

資料13&14
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購入した試薬は、
「水」でした。
なぜ ？？？

試薬瓶は、未確認のものが入っているため
事業者は、内容をお伝えいただいても
安易に開封確認は難しいです。

問い合わせ

試薬瓶を洗浄し、
水をいれた瓶が
なくなっていた。

担当者が、いろいろ検査・検討し、
「水」であることを推定しました。

5.ラベル、認証書とSDS（試薬の情報）

51

基本：
ラベル及びSDS添付
内容は、一般試薬と同じ。

＋α
RM文書（製品情報シートとRM 認証書）

内容は、ISO17034に従って、
RM/CRMに関する情報が記載されている。
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52https://www.nmij.jp/service/C/

認証書（ISO 17034より抜粋）の記載事項

a) 文書のタイトル
b) 標準物質の一意の識別子
c) 標準物質の名称
d) RMPの名称及び連絡先詳細
e) 使用目的
f) （該当する場合）最小使用量
g) 有効期間
h) 保存情報
i) 物質の完全性を確実にするために十分な，取扱い及び使用上の指示
j) ページ番号及び総ページ数
k) 文書の版番号

追加情報
a) 認証標準物質の記述
b) 認証値及び付随する不確かさ
c) 操作的に定義された測定対象値の測定手順
d) 認証値の計量計測トレーサビリティ
e) RMPの承認者の氏名及び役職

53

標準品の例

資料15
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0.5 mol/L 塩酸
（ISO Guide 34

取得事業者供給）

資料16＆17

55

CRM（BTMSB)

資料18＆19
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ACLASS http://search.anab.org/search-accredited-companies.aspx
A2LA http://www.a2la.org/dirsearchnew/resultscurrentnewformat.cfm
SAS         http://www.sas.ch/
DakkS http://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks
NITE       http://www.nite.go.jp/iajapan/jcss/labsearch/all_result.html

Ⅲ 海外標準品について

56

No. 認定機関 事業者 認定番号 濃度 分析法（推定） Web-site

1

ACLASS

AccuStandard, Inc. AR-1463

無

ICP www.accustandard.com

2 High-Purity Standards, Inc.* AR-1436 質量+ICP/ICP-MS www.highpuritystandards.com

3 Sigma-Aldrich RTC, Inc. AR-1470 質量+ICP nsilabsolutions.com

4

A2LA

INORGANIC VENTURES 883.02

有

ICP/ICP-MS http://www.inorganicventures.com
/

5 Restek Corporation 3222.01
GC/GC/MS, 
LC/LC/MS http://www.restek.com/

6 SPEX CertiPrep Group, LLC. 2495.01 ICP/ICP-MS http://www.spexcsp.com/

7 SAS Sigma-Aldrich  Production GmbH SRM S001 質量＋ICP http://www.sigma-aldrich.com

8 DakkS MERCK KGaA* D-RM-18324-
01-00

ICP http://www.merckgroup.com/en/in
dex.html

9
NITE
（IAjapan）

関東化学株式会社 草加工場** 0014

無 記載なし

http://www.kanto.co.jp/

10 富士フイルム和光純薬株式会社
東京工場、大阪工場** 0016 http://wako-chem.co.jp/

標準物質生産者の抜粋（金属混合標準液：Single/Single &Multi-element）

• Single elementのみCRM
** Single elementのみJCSS

57

Ｓｐｅｘ
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5858

59

Merck Millipore
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認証証の例

資料20

Ⅳ 今後の標準物質整備計画の動向

61

標準物質は、計量標準の一つとして、食品分析や環境分析等に利用され、
国民生活の安全や事業活動の信頼性の確保

経済産業省 計量行政室

経済産業省では、第１期整備計画（計量標準・標準物質）に続き、
２０１３年度から１０年間に新たに整備・供給すべき計量標準等に関する
第２期整備計画を策定しました。この計画は、PDCAを稼働して見直しを
行うこととされており、最近では２０１８年２月に改定されました（参考資料1＆2）。

整備された計量標準のなかから、計量行政審議会計量標準部会の審議を経て
JCSSに追加されます。同部会は最近では２０１８年２月に開催され、
分光全放射束のほか、フェノール類６種混合標準液などの
５種の標準物質について答申があり（参考資料3）、

これを受け、
今後、特定標準器による校正等について告示を発出することとしています。

資料21
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

水質・土壌技術委員会

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2018年度 計量管理講習会（濃度）
ー計量管理の実務と課題解決ー

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２
分析のミス事例と再発防止

平成30年6月29日

（一社）日本環境測定分析協会
水質・土壌技術委員会

（一財） 千葉県環境財団 梶山 雅司

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

本日の内容

1. ミスはどのようにして起きるか
2. 分析ミスの事例紹介
3. 再発防止への取り組みについて
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

なぜミスは生じるのか

• 慢心、不注意

• 知識、技量不足

• コミュニケーション不足

• 小さなミス（ヒヤリハット）を放置してしまう

• 目標設定やルールが守られていない

• 速報報告を最優先に捉えすぎてしまう

1.ミスはどのようにして起きるか

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

ミスは放置すれば再び同じことが繰り返される

ミス
（不適合）

是正処置

原因分析

継続的
改善

放置

再発

1.ミスはどのようにして起きるか
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

要因と品質の関係 4Ｍと1Ｅ

品質
（分析精度）

作業環境
Environment

設備
Machine

材料
Material

方法
Method

人
Man

プロセス（分析操作）

要因の変化に気付かない
要因が管理できていない
⇒このような時にミスが発生

1.ミスはどのようにして起きるか

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

・特性要因図

要因を１つ１つかみ砕いて洗い出し、個々に検討する

・なぜなぜ分析

問題を引き起こしている事象の要因について、なぜを

繰り返し、論理的に発生原因を掘り下げ、突き詰める

➡設備（機器分析）に関するトラブルから人為ミス

（ヒューマン・エラー）まで幅広く対応できる

～原因解析の手法として～

1.ミスはどのようにして起きるか
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

・統計的手法
X-R管理図を用いる

・ヒヤリハット
情報公開しやすい環境づくり
➡風通しのよい職場
事例を蓄積し共有する
予防措置に繋げる

1.ミスはどのようにして起きるか
～原因解析、未然に防ぐ手法として～

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

～ミスが発生した際の影響について～

ちょっとしたミスのはずが・・・

・顧客の評価ならびに信頼を失いかねない
一度失った信用を取り戻すためには
膨大な時間と労力（遡及措置、原因究明、再発防
止策、効果の確認、根拠に基づく説明）が必要
➡取り戻せないこともある

・膨大な時間と労力を費やすということは
➡金銭面を含めすべてにおいて悪影響

1.ミスはどのようにして起きるか
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(1)

• 底質試料の分析において、高い値を報告した

＜内容＞

測定結果に疑義が生じていたにも関わらず

再分析の結果が出る前に速報報告をしてし

まった

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(1) 

＜原因＞

・報告値に対する妥当性確認（信頼性）の認識不足

・報告値ではなく速報期限を優先してしまった

＜再発防止策＞

・社内規定の徹底

＜対応＞

・再分析値を報告し、ご依頼者の了承を得たのち

関係者に水平展開
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

• 分析すべき試料を間違えた

＜原因＞

仕様書に定められている詳細事項について

各分析担当者へ正確に伝わっていなかった

仕様書では・・ 実際の分析で・・
Cd Pb As Cd Pb As

地点Ａ ○ 地点Ａ ○
地点Ｂ ○ ○ 地点Ｂ ○
地点Ｃ ○ 地点Ｃ ○ ○
地点Ｄ ○ 地点Ｄ ○

2.分析ミスの事例紹介(2)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

＜再発防止策＞

・ネットワークサーバーの有効活用

・分析結果の入力表を予め作成し分析着手前

に分析担当者が確認できるようにした

（mg/L）

Cd Pb As
地点Ａ
地点Ｂ
地点Ｃ
地点Ｄ

2.分析ミスの事例紹介(2)
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

• 河川水の直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩（ＬＡＳ）において着手が遅れた

＜内容＞

ＬＡＳの分析において採水後、前処理の実施

（固相抽出）までに時間を要したことに伴い、

LASが分解し分析値に影響を及ぼした

2.分析ミスの事例紹介(3)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

＜原因＞

・ＬＡＳの分解に対する認識不足

・前任者からの引き継ぎが不十分であった

＜再発防止策＞

ＬＡＳの分析にあたっては、採水後速やかに

前処理について行うことを周知・徹底した

2.分析ミスの事例紹介(3)
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

• 金属類の含有量試験において、操作ブランク

が適切に実施されていなかった

＜内容＞

ブランク操作の一部を除いた測定値を操作ブ

ランク値として採用していた

2.分析ミスの事例紹介(4)

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

＜原因＞

・操作ブランクの意味（意義）の認識不足

＜再発防止策＞

・標準作業手順書による教育訓練

2.分析ミスの事例紹介(4)
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(5)

• 廃棄物試料におけるカドミウムの測定において

スペクトル干渉による影響を考慮せず、測定結

果としてしまった

＜内容＞

廃棄物試料において、モリブテンの酸化物

（ＭｏＯ）が高濃度に存在していたが、カドミウム

の質量(111,114)において概ね同程度の濃度で
あったため測定結果とした

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(5)

＜原因＞
スペクトル干渉についての理解不足

＜再発防止策＞
・スペクトル干渉について把握・周知
・他の分析機器による再測定の実施

＜内部対応＞
・ヘリウムモード（コリジョン）等の有効活用
・測定質量数の追加（妥当性の確認）
但し干渉の影響をふまえ質量数を選定することが必要
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(6) 

• 検量線標準濃度を調製する際、異なる全量

ピペットを使用してしまった

＜内容＞

２次標準液を調製する際に5mLの全量ピペット
を使用すべきところ、4mLの全量ピペットを使用
したため、調製濃度が異なってしまった

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(6) 

＜原因＞

各使用器具の確認不足、不注意

＜再発防止策＞

・使用する全量フラスコ、全量ピペットについて

調製記録を確実に残す（聞き取り確認）

・前回の標準試料の測定

・応答値（傾き等）の把握・管理



11

計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

2.分析ミスの事例紹介(7)

• 分析者からの報告値をまとめる際の転記ミス

～入力ミス～

＜内容＞

分析値を一覧表に転記する際に入力を間違

えた

分析値 報告値一覧表
（mg/L）

Zn ・・ Zn
地点Ａ 0.036 地点Ａ ・・ 0.036
地点Ｂ 0.013 地点Ｂ ・・ 0.13
地点Ｃ 0.021 地点Ｃ ・・ 0.021
地点Ｄ 0.019 地点Ｄ ・・ 0.019

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

＜原因＞

・入力ミス

・相互間チェック（読合せ）をしていなかった

＜再発防止策＞

・相互間チェックを確実に行う（押印、日付）

・過去データとの比較、項目間の相関の確認を

行う

2.分析ミスの事例紹介(7)
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

3.再発防止への取り組みについて

ミスは起こりうるもの・・・とはいえ

➡ミス（トラブル）の再発防止への取り組み

（１）問題を認識し、現状を把握すること

（２）原因の解析・究明に努めること

（３）再発防止策を立案し実行すること

（４）効果の確認をすること

（５）標準化ならびに管理方法を定着させること

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

• 例）ホルムアルデヒド（誘導体化GC/MS法）の
外部精度管理試験において中央値より高

い値を示した

（１）問題を認識し、現状を把握するために

➡試料の保管状況、着手時間、標準試料調製

方法、前処理、機器の管理状況、データ測定

解析、データ記入、チェック体制等を確認

3.再発防止への取り組みについて
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（２）原因の解析・究明するために

➡（１）問題を認識し、現状を把握するために

・各工程についてミーティング・ヒヤリング

調査を実施

・多角的にとらえ原因を突きつめるために

特性要因図を用いる

3.再発防止への取り組みについて

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

機械 原料

測定 方法 人

力量

GC-MS定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

適切な消耗品
等の交換

各種試薬の
グレード

静置時間

着手までの時間

誘導体化試薬添加

標準試薬

チューニング結果
保管状況

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ

ﾃﾞｰﾀﾁｪｯｸ

諸条件の確認

解析方法 SOPの確認

日常点検

精製水、各ミネラル
ウォーターによる標準
溶液の作成を実施
➡検量線の傾きに
ついて検討

（２）原因の解析・究明するために

検量線の妥当性

3.再発防止への取り組みについて
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（２）原因の解析・究明するために

・特性要因図から原因はミネラルウォーターを
使用したことによる可能性が高い

☆原因を確定させるために

➡精製水、各ミネラルウォーターを使用し検

量線の傾きに関して日間変動ならびに複

数人による妥当性の検証

・精製水とミネラルウォーターでは、検量線の

傾きに有意差があることを確認

3.再発防止への取り組みについて

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（２）原因の解析・究明するために

・原因の洗い出しならびに整理・追跡調査によ

り原因が明確化

・要因の整理に特性要因図の活用は有効

・推論で解決策を決定しないこと

・時として困難、手間を要する検討を遂行しなけ

れば、同様の事例が発生する可能性がある意

識を持つこと

3.再発防止への取り組みについて
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（３）再発防止策を立案し実行するために

・SOPは公定法（JIS等）と整合がとれているか
具体的な注意事項が解りやすく盛り込まれて

いるか

SOPを改定し審査・承認を得ること
・教育訓練を実施し、理解度の確認をする

・他の項目についても水平展開し、同様の事例

が無いか洗い出しをする

3.再発防止への取り組みについて

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（３）再発防止策を立案し実行するために

・定期的にディスカッションの場を設ける

・日常点検の重要性を認識する

・データにおける信頼性の確保に努める

分析結果を裏付けるものは何か

・トレーサビリティを意識する

・当事者意識がなければ同様の事例は再び発生

する

3.再発防止への取り組みについて
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（３）再発防止策を立案し実行するために

・チェック体制

➡・チェック者の役割、確認方法ならびにポイン

トを明確にする

・妥当性について確認

・項目間の相関や過去データとの比較等

・小さな疑問もその場で確認

3.再発防止への取り組みについて

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（４）効果の確認

・問題が解決され効果が維持・継続されている
ことを必ず確認する

・効果が認められないあるいは改めて問題

が生じた場合

➡（１）問題を認識し、現状を把握すること

から見直し

時間、労力、金銭面すべて悪影響・・・

3.再発防止への取り組みについて



17

計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

（５）標準化ならびに管理方法を

定着させるために

・効果が確認された場合標準化する

・標準化した後も継続的改善に努める

・管理方法が形骸化されないよう定期的に

内部監査をする

3.再発防止への取り組みについて

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

3.再発防止への取り組みについて

分析業務に限ったことではなく
何か問題（ミス）が生じた際は

• 組織（システム）として見直しをすること

• 個人の責任にしない

• 原因の究明から効果の確認まで実施

• 報告・連絡・相談のしやすい組織にすること

• 初動に重点をおく
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計量管理講習会（濃度） 2018年6月29日

Ⅱ『分析技術講座』 テーマ２「分析のミス事例と再発防止」

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

最後に・・・

・ 管理者（技術者）として誇りをもち業務に取り

組むことが大切

・ 信頼のおける上司、同僚、部下がいることを

忘れないでください

・お困りの際は・・・

日本環境測定分析協会（JEMCA)までお気軽
に件名に「水質土壌Q＆A」と明記して
info@jemca.or.jp宛てにご質問をお寄せ下さい

一般社団法人日本環境測定分析協会 水質・土壌技術委員会

ご清聴有難うございました
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