
 

 

平成 29 年度計量管理講習会（濃度）

―計量管理の実務と課題解決― 

 
 

開催日：平成 29年 7月 21日（金） 

会場：日本環境測定分析協会 JEMCAビル 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 

講演資料集 
 



平成 29 年度 計量管理講習会（濃度） 
 

開催日：平成 29 年 7 月 21 日 

会場：日本環境測定分析協会 2F 研修室 

 

プログラム 

 
10:00～10:25   受付 

10:25～10:30   開講のごあいさつ 

 

Ⅰ 『環境計量証明事業における計量管理の実際』 

 

10:30～11:15   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 「環境分析技術」 

― ろ過の基礎とフィルターの特性と選択 ― 

メルク（株） ライフサイエンス マーケティング部 

フィールドマーケティング  村田 里美 氏 

 

― 分析用水の基礎と選択 ― 

メルク（株） ライフサイエンス ラボラトリーウォーター事業部 

フィールドマーケティング  石井 直恵 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     情報交換会（名刺交換及び講師との質疑応答） 

（日本環境測定分析協会 5F 交流室） 

 



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29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
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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

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」。

�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。

プロフェッションとしての技術者の姿
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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

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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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、実際の現場ではジレンマに悩まされる。

「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︖

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
� 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

� 正直で最善を尽くしているか︖

� 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︖

に対して…
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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

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。

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

�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
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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

環境測定分析業界でも…

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)〜

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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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、周辺住⺠の⽅へ不安感、不信感を与える。

就業者、現場担当者、住⺠等への健康被害が
発生する可能性がある。

※基準値比較で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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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…。
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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

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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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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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。

� 「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。

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︕

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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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⺠であることを忘れないこと。
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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

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/2015/05/2005_7_19.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/2015/05/rinri_kihan.pdf

※いずれも日本環境測定分析協会ウェブサイト内
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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

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29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

内 容

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

2
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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

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

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

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

4
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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

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

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

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

6
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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

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

(8)「外注管理」方法

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

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）

8
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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

9
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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、外部精度管理調査）

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

10
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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）

11
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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

12
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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、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)

13
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４.計量管理 日常管理(例)

◎測定分析業務の流れ(概略)

14

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

7
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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、外注が必要か 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」

「外注管理手順」 等

15
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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」

「外注管理手順」 等

16
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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」

「試料取扱手順」

「採水に関する注意事項」 等

17
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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

18
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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.外部精度管理調査

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

19
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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

20
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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

全年度(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)

21
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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

22
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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

23
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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
ホールも含め周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】

24
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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

25
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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

26
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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

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

27
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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

28
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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、1か月ごとの

1回の点検

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

測定を実施記録及び評価記録を3年間保存

29
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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

○各試薬の保管及び取扱については、危険性を

十分理解したうえで、薬品に係る関連法令(消防

法、毒物および劇物取締法、労働安全衛生法な

ど)に従い、安全に心掛ける

30
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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（462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

31
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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

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
32
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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

て最新情報を入手し、また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
33

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

必要性がある

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

34

17



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・正確性を求められる

35
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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

(2)１日１回は現場を回る(現場・現実・現物)

現場の動きを確認する

(3) 現場の問題（潜在的問題）の洗い出し本質

的な問題の対策や隠れたムダを排除する

36
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10.その他

(4) 作業者の負担軽減や効率的な改善

(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

37
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ご清聴ありがとうございました

38
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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

JIS改定の動向等

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

2017.7.21

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

本日の内容

• 水質

① JIS K 0101：工場用水試験方法

② JIS K 0102：工場排水試験方法

• 排ガス

③ JIS K xxxx：

排ガス中の亜酸化窒素（N2O）分析方法

④ JIS K xxxx：

排ガス中の揮発性有機化合物分析方法

2
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JIS 改正の意義及び方向性

• 環境負荷低減
（使用溶剤量の低減など）

• コスト削減
（分析時間の短縮など）

• 健康影響低減
（健康影響の大きい溶媒の代替品への切替など）

• その他
（国際規格との整合性、近年の技術進歩など）

3
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① JIS K 0101（1998）

改正の経緯

• JIS K 0101と 0102は適用範囲が異なるものの、
測定対象が水のため測定項目がほぼ重複して
おり、同一の方法が採用されている項目が多い。
しかし、JIS K 0102は2013年、2016年に改正され
たものの、JIS K 0101は1998年以降、改正が行わ
れていない。

• 2016年の改正では数値に影響を与えるような改
正が行われたため、混乱を防ぐため、緊急性の
高い項目について、両規格の規定内容を整合さ
せる必要があった。

4
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① JIS K 0101（20xx）

• JIS K 0101 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。

→ JIS K 0102 13の引用記載とする。

• JIS K 0101 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。

→ JISK0102 21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

① JIS K 0101（20xx）

• JIS K 0101 24 溶存酸素

－ ウィンクラー法はJIS K 0101のみに規定。

－ JIS K 0101ではウィンクラーアジ化ナトリウム

変法だが、 JIS K 0102ではよう素滴定法。

－ 隔膜電極法はJIS K 0102の方が詳しい。

－ JIS K 0101では光学式センサ法が

採用されていない。

6

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（20xx）

• JIS K 0101 24 溶存酸素 改正内容案

→ 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名称を

「よう素滴定法」として

JISK0102 32.1の引用記載とする。

→ ミラー変法、隔膜電極法は

JISK0102 32.2/32.3の引用記載とする。

→ 新たに光学式センサ法を追加し、

JISK0102 32.4の引用記載とする。

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

② JIS K 0102（20xx）主な改正案

・ 蒸留及び加熱分解前処理操作の小型化

・ICP-MS,ICP-AESを用いたアルカリ金属の測定

・ GC-MSを用いたアルキル水銀の測定

・LC-ICP-MSを用いたクロムの価数分離測定

など

8
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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

小型蒸留の導入

・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

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

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

この装置の場合

・蒸留時間 約1/2～1/3倍

・廃液量 約1/7の削減

が可能とされている。

（全シアン分析の場合）

（株）三菱ケミカルアナリテックHPより

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

蒸留操作フローチャート
＜大型蒸留装置＞ ＜小型蒸留装置＞

試料250ml 試料50ml

＋ メチルオレンジ溶液(1g/L) ＋ メチルオレンジ溶液(1g/L)
5～7滴 4滴

＋ りん酸(1+9)　pH4へ ＋ りん酸(1+9)　pH4へ
＋ 硫酸銅(Ⅱ)溶液 2.5ml ＋ 硫酸銅(Ⅱ)溶液 0.25mL

蒸留 蒸留
（190℃に保った

留出液が225ml 　アルミヒーターブロックに設置）

加熱中止
＋ 水25ml 留出液が初期体積の90%

再蒸留 (約45mL)になった時点ところで
蒸留中止。

25ml留出させ 冷却管内部を共洗いし、
留出液の全量を250mlとする。 50mlに定容する。

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

JIS K 0102に規定

されている加熱蒸留法

を簡易化したもの。

主に低濃度のパックテスト

用に使用されている。

12

空冷式小型蒸留装置とは

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

・ 使用方法のイメージ

13

（株）共立理化学研究所HPより

留出液は
ここ

洗いこんで

定容する
蒸留操作（加熱）

蒸留後、放冷し

空冷式小型蒸留装置の使用方法

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

蒸留装置 大きさの比較

蒸留装置 小型蒸留装置 空冷式
小型蒸留装置

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

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1/5～1/10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
行う方法を検討中。

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。

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

③ JIS K xxxx （20xx）
排ガス中の一酸化二窒素分析方法

今回の改正ポイント

・新たに作成されるJIS

（既存のJISの改正ではない ）

・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

16

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

目 次

17

1.適用範囲
2.引用規格
3.用語及び定義
4.一般事項
5.分析方法の種類と概要
6.試料ガス採取方法
7.定量方法

7.1ガスクロマトグラフ法
7.2ガスクロマトグラフィー質量分析法

8.自動計測法
9.分析結果の記録
付属書A（参考）ガスクロマトグラフ法及びガスクロマトグラ
フィー質量分析法の測定条件例

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

18

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)

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

④ JIS K xxxx （20xx）
（仮称） 排ガス中の

揮発性有機化合物分析方法

・JISK0088「排ガス中のベンゼン分析方法」と

JISK0301「排ガス中のトリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン分析方法」を廃止。

・その代わりとしてVOCの一斉分析を視野に

入れたJISが新たに作成される。

19

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

内容概要

・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。

・容器法（キャニスター）は含まれない。

20
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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

内容概要

・ガス中のVOC分析の際には必須となる技術

文書（吸着剤選択の手引き、吸着剤使用の手
引き、検量線の作成方法、破過容量の測定、
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。

21

11
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（cm2）

Brevundimonas diminuta 107
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Hydrophilic Hydrophobic
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PVDF(ポリビニルジフロリド)

16 H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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0.45μm PTFE





0.45μm Polypropylene
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1 2





PVDF( )

EtOHEtOH NaOH
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100 μm

1 mm

1 mm

100 μm

0.45 μm

0.1 μm（

～2 mm2 >250 mm2

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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100 μm

1 mm

1 mm

0.1 μm

1 mm2

>250 mm2

0.45 μm

1 mm

1 mm

1 mm2

0.22 μm

0.45 μm

0.05 μm

>500 mm2

0.22μm





H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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A PTFE

 PTFE・PVDF膜


B Nylon

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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ケーク形成
遮り

ふるい

24

フィルター孔径より大きな粒子が毛細

管の入り口で捕捉されます。

フィルター孔径よりフィルターの孔径

よりも小さな粒子がフィルター内部を

通過する際、静電気的な力や分子間力

により、粒子が毛細管の内壁に捕捉さ

れます。

フィルターの表面に近いところに体積

した大きな粒子が重なり合ってケーク

層を形成します。その堆積した粒子が

フィルターの様な役割をしてより小さ

な粒子を捕捉されます。

慣性衝突

静電吸着

など

フィルターの粒子捕捉メカニズムと目詰まり

粒子捕捉メカニズム

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21

ケーク形成完全閉塞

25

粒子サイズがフィルター孔径に近い大

きさの場合に起きます。粒子がフィル

ターの入り口で捕捉され、完全に閉塞

します。

粒子がフィルターの孔径より小さい場

合におきます。フィルターの孔径より

も小さな粒子がフィルター内部を通過

する際、静電気的な力や分子間力によ

り、粒子が内壁に捕捉され、ろ過の進

行とともに捕捉された粒子が堆積して

いき流路径が減少していくことにより、

圧力損失が高くなります。

フィルターの表面に近いところに体積

した大きな粒子が重なり合ってケーク

層を形成します。その堆積した粒子が

フィルターの様な役割をしてより小さ

な粒子を捕捉されますが、ろ過の進行

とともにこのケーク層が堆積していく

ことにより、圧力損失は高くなります。

標準閉塞

フィルターの粒子捕捉メカニズムと目詰まり

目詰まりのメカニズム

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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0.025, 0.05, 0.1, 0.22, 0.3, 0.45, 

0.65, 0.8, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0
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MF-ミリポア

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21

28

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)









0.1, 0.2, 0.45, 1.0, 5.0, 10.0 m

 PTFE

オムニポア

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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PES







 m

ミリポアエクスプレスプラス

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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PVDF









 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 5.0

デュラポア

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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PTFE
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0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 2.0, 3.0, 

5.0, 8.0, 10.0



アイソポア

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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35 H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21

1ml 10ml 100ml 1L ＞10LL L L
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環境庁告示第13号

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五
条第一項に規定する埋立廃棄場所に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法

•検液調製

•孔径1μmのメンブレンフィルター（第二の表の上欄に揚げる物質に対して吸着が起こらない材質のもの）を用いる

環境庁告示第46号

土壌の汚染に係る環境基準について環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚
染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持すること
が望ましい基準

•検液調製

•孔径0.45μmメンブレンフィルターを用いる

環境分析とろ過

環境分析に使われるフィルター例

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21

46

 【簡易ろ過実験】

 供試試料

 主に鹿沼土 （採取場所 横浜国立大学）

 検液の調製

 ナイロン製2mmのふるいで処理後、40gを400mLにメスアップしてプラスチックボ

トルに入れ、1分程度人の手で撹拌した後、遠心分離（3,000g 10 min）した上澄み

をろ過実験に供した

 ろ過に使用した器具

 ガラス製47mm フィルターホルダー，吸引ポンプ

 ろ過に使用したフィルター／直径47mm

 孔径 0.45μm

 セルロース混合エステル製，PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製

PES (ポリエーテルスルホン)製

 孔径 1μm

 セルロース混合エステル製，PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製



環境分析に使われているメンブレンフィルター

ろ過スピード

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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環境分析に使われているメンブレンフィルター

ろ過スピード

孔径
(μm)

メンブレン材質 時間/ 300 mL

0.45 セルロース混合エステル 44秒

0.45 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 1分12秒

0.45 ポリエーテルスルホン 40秒

1.0 セルロース混合エステル 23秒

1.0 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 37秒

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21

48

(n=3) セルロース
混合エステル

PVDF PTFE

メチルジメトン 123% 94% 94%

シマジン 111% 102% 102%

メチルパラチオン 57% 97% 95%

チオベンカルブ 41% 93% 87%

パラチオン 33% 98% 94%

EPN 12% 64% 80%

メンブレンフィルター

孔径 0.45μm

セルロース混合エステル製

PVDF(ポリビニルジフロリド)製

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製

試験方法

10 ppbに調整した農薬混合標準水溶液 100mLを各種

フィルターに通水し、ろ液を固相カラム（Oasis 

HLB)で抽出、通気乾燥後アセトン3 mLで溶出、1 

mLまで濃縮してGC/MS(Shimadzu GC/MS 

QP2010)を用いて測定

メンブレンフィルターの材質の違いが測定結果に及ぼす影響①

農薬類の吸着
出典：沖縄県衛生環境研究所 井上 豪先生 「沖縄県衛生環境研究所報 第46号」

回収率

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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メンブレンフィルター

孔径 1μm 47mm

セルロース混合エステル製

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製

試験方法

供試サンプル

ばいじん

下水汚泥焼却残さ

下水汚泥

調液

13号試験により行い、遠心分離（3,000g)樹脂製の

フィルターホルダーにて各40mL吸引ろ過

金属定量分析

誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)/Agilent 

7500cx →不溶物を孔径0.45μmろ過

メンブレンフィルターの材質の違いが測定結果に及ぼす影響②

金属類の分析値に与える影響
出典：環境省環境調査研修所 藤森英治先生 「第24回廃棄物資源循環学会研究発表会講演論文集 2013」

ろ過結果

ばいじん・下水汚泥焼却残さ→問題なくろ過可能

下水汚泥→PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製

目詰まり（10分で10mL程度ろ過後）

【目詰まりの原因】

下水汚泥が高濃度の有機物を含むため

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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メンブレンフィルターの材質の違いが測定結果に及ぼす影響②

金属類の分析値に与える影響
出典：環境省環境調査研修所 藤森英治先生 「第24回廃棄物資源循環学会研究発表会講演論文集 2013」

相
対
濃
度
（
未
ろ
過
の
濃
度
を1

と
し
て
規
格
化

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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51

セルロース混合エステル

MF-ミリポア

高流量

吸着するものがある

PTFE

ポリテトラフルオロエチレン

オムニポア

中流量（ｾﾙﾛｰｽに比べて）

低吸着

PES

ポリエーテルスルホン

ミリポアエクスプレスプラス

極高流量

低吸着

環境分析に使われている主なメンブレンフィルター

フィルターへ吸着する可能性のあ
る農薬分析

下水汚泥など有機物を多く含むも
のをろ過する場合

目詰まり易いサンプルの場合

（フィルター交換頻度が下がる

可能性があります。）

H.29年度 計量管理講習会（濃度）2017.07.21
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メルク株式会社
ライフサイエンス
ラボラトリーウォーター事業部
フィールドマーケティング
石井直恵

平成29年度計量管理講習会（濃度）

分析用水の基礎と選択

平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）2

はじめまして！
「ミリキューちゃん」です。

水のスペシャリストであるメルクが
「水を奏でる」という想いを

込めています。

これから目にしていただく
ことがあると思います。
よろしくお願いします。

1



3

1.知っておきたい超純水の基礎

2.いろいろな純水・超純水

 実験各種純水の精製方法による水質の違いと貯水方法

 実験に必要な超純水の精製方法

3.必見！正しい超純水の使い方のポイント

分析用水の基礎と選択

平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

4 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

分析・試験・実験用水として求められる水の役割と純度

試薬の
希釈や溶解

器具
洗浄

機器の平衡化

精度と再現性

2



5 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

純水と超純水とは？

*JIS K 0211 分析化学用語（基礎部門）

純水

➢ 水道水に不純物除去のための何らかの処理を施した水

➢ 精製方法に限定はない

➢ イオン交換水、 蒸留水、 RO（逆浸透）水、Elix（RO＋EDI）など

➢ 注意）水質に限定はない・・・精製方法により異なる

超純水 ･･･ 研究・試験・分析の基本となる「水」

➢ 純水をさらに精製した水

➢ 精製方法*

➢ 逆浸透膜，イオン交換樹脂（連続イオン交換体を含む），

活性炭，紫外線及び限外ろ過膜などを組み合わせて精製

➢ （TOCが非常に少なく）比抵抗が18MΩ･cm以上の水*

－H2O

－H2O

グラス
1杯 －H2O

小さじ 一杯
（0.5g）

水道水の不純物量 不純物の性質に合わせた処理法で

水道水の純度を高める

ドラム缶
2本分

50mプール 純水の不純物量

50mプール 超純水の不純物量

50mプール

6 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

水道水、純水、超純水の不純物量の比較

3



7 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

超純水・純水水質を確認するための指標として

「比抵抗値」と「TOC値」が広く用いられている

超純水・純水の水質評価指標

TOC値

（＝有機物量）

比抵抗値

（＝イオン量）

純水塩水 純水塩水

“ 電気の流れやすさ” ⇒導電率
“ 電気の流れにくさ” ⇒比抵抗

8 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

比抵抗と導電率

純度の高い（きれいな）水ほど

イオンが少ない

↓

電気は流れにくい

↓

抵抗が大きい

比抵抗単位：MΩ･cm
（メグオームセンチメートル）

測定原理

▪ 水中に1cm2の電極2枚
を1cmの距離に向かい
合わせて通電したときの
、2極間の導電率または
電気抵抗を測定する

1cm21cm2

←1cm→

豆電球がつく理由は？

導電率単位：μS/cm
（マイクロジーメンスパー センチメートル）

4



9 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

超純水中の有機物量は、全有機物中の炭素量を示す値として

全有機体炭素（Total Organic Carbon : TOC）で表す

単位：ppb ， μgC/L 

TOC値とは

注意！
水中の無機イオン量と
有機物量に相関はない

自然物･･･リグニン，タンニン，フミン酸，フルボ酸

生理活性物質･･･エンドトキシン，RNase，DNase

人工物･･･農薬、溶剤、除草剤、環境ホルモン

T
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C
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p
b
）
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10 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

比抵抗値とTOC値による研究・試験・分析用水の比較

5



11

1.知っておきたい超純水の基礎

2.いろいろな純水・超純水

 実験各種純水の精製方法による水質の違いと貯水方法

 実験に必要な超純水の精製方法

3.必見！正しい超純水の使い方のポイント

分析用水の基礎と選択

平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

12 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

精製原理を知ることで何ができる？

○ 各種の精製方法を知ることにより、研究・試験・分析に必要な純水を理解できる

○ また装置の原理を知ることにより、試験結果に変化が見られた場合など、

水の影響について検討・対処をしやすくなる。

純水装置の精製方法と水質の違い

再生型イオン交換ボンベ

（イオン交換樹脂塔）

（Service Deionization）

RO＋EDI方式
純水装置

（Reverse Osmosis  ＋
Electric Deionization）

DW

蒸留装置

（蒸留水製造装置）

（Distilled Water）

代表的な純水装置

DI RO+EDI

6



13 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

再生型イオン交換樹脂塔

無機イオンが少ない純水を簡便に使える
主な用途：器具洗浄，蒸留器の装置前処理など

 原理

 イオン交換基を導入し
た、不溶性、多孔質の
樹脂合成樹脂で、交換
基からイオンを放出す
ることにより、水溶液
中のイオンを取り込む。

強塩基陰イオン交換樹脂

強酸性陽イオン交換樹脂

SO3H
+

SO3Na+

Na+

CH2N+（CH3）3OH-

Cl-

CH2N+（CH3）3Cl-

OH-

H+

H2O

イオン交換基は無限にあるわけではない→飽和する

14 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

再生型イオン交換水の水質変動（イオン量）

⇒ 一定の水質が得られない
⇒ 水質に再現性がない ・・・ 試験や分析には不向き

7



15 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

蒸留器（蒸留水製造装置）

不純物全般が除去された純水として使える
主な用途：試薬調製，簡易分析用水など

蒸留水の精製原理

➢水の物性（＝沸点）と不純物の
沸点の差を利用して、不純物の
混在している溶液から水を取り
出す方法

水の沸点を利用しており、簡単な原理で純水が得られる

水中の不純物を全般的に除去できる

古くからの手法で、以前は純水の代名詞として使われていた

加熱ヒーター

16 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

蒸留器の一般的な問題点

水質汚染受けやすい

▪ 水の沸点に近い成分を分離しにくい

▪ 飛まつ同伴

▪ タンク貯留中の環境からの汚染

▪ 微生物汚染を受けている場合がある

水質

水量

コスト 環境

メンテナンス
精製速度遅い

▪ 必要な水量がすぐに採水できない

▪ 標準的なもので1.8L/時

メンテナンスに手間がかかる

▪ ヒーターに付着したカンセキ除去が大変

電力 水道冷却水

ランニングコスト高い

▪ 大量の電力（熱エネルギー）が

必要（CO2排出にもつながる）

▪ 大量の冷却水道水必要

8



RO＋EDI で効率的に4つの不純物を長期間安定して除去可能

RO
（逆浸透）

EDI
（連続イオン交換）

水道水 高純水

17 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

RO＋EDI方式純水（現在普及しているタイプ）

不純物が最も少なく、水質が低下しない純水装置
用途：純水用途全般，超純水の前処理純水

無機物
長期除去

無機物

有機物

微粒子

微生物

18 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

不純物の大きさと適応ろ過膜

逆浸透 Reverse Osmosis（RO）

RO膜は
無機物・有機物
微粒子・微生物
94～99%除去

逆浸透膜
（RO膜）

9



すべての不純物を効率的に除去

メンテナンスをほとんど必要としない

省エネルギーで運転できる

19 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

逆浸透（RO）方式純水装置の特徴

精製された水の水質が原水水質の影響を受ける

解決方法 → 後段にイオン除去機構をおくことで解決

しかし、通常のイオン交換では水質変動がある

微生物微粒子

有機物無機物

--

A CA C A C

供給水（RO水）

陽極

+

陰極

-

20 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

連続イオン交換 Electric Deionization（EDI）

陰イオン交換樹脂

陽イオン交換樹脂

活性炭

C -陽イオン交換膜

A -陰イオン交換膜

EDIモジュール

電極

イオン交換膜

イオン交換樹脂

• イオン交換樹脂のイオン除去が性能低下しない画期的な技術
• イオン交換樹脂の欠点を解決

10



21 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

EDI®の原理

+ -

陽イオン交換膜

+ -
－

－

＋

＋

＋

＋
－－

+ -
＋

陰イオン交換膜

－
－

＋

電極の役割
イオンを移動させる

陽極 ： 陰イオン（－）を引きつける
陰極 ： 陽イオン（＋）を引きつける

イオン交換膜の役割
選択的にイオンを透過させる

陽イオン交換膜： 陽イオンを透過
： 陰イオンは通さない

陰イオン交換膜： 陰イオンを透過
： 陽イオンは通さない

--

排水
純水

A CA C A C

供給水
（RO水）

陽極

+

陰極

-

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Cl-Na+

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Na+ Na+ Na+ Na+ Na+Cl- Cl- Cl- Cl- Na+Cl-Na+ Cl-

22 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

EDI（連続イオン交換）の原理

11



23 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

RO＋EDI水とイオン交換水の水質比較例

RO＋EDI方式は 樹脂が飽和しない⇒ メンテナンス不要

純度が低下しない⇒ 水質が安定

水道水 イオン
交換水

イオン交換樹脂塔
（再生型）

RO+EDI方式

純水装置 精製方法
比抵抗

MΩ・cm（25℃)
TOC
ppb

微生物

イオン交換ボンベ イオン交換樹脂 1~10 300~600
非常に多い

(ボンベ内で微生物繁殖)

蒸留器

蒸留 0.5~0.8 200~300 少ない

逆浸透型
純水装置 逆浸透膜→

イオン交換樹脂
1~10 150~200 多い

RO＋EDI方式
純水装置

逆浸透→
EDI連続イオン交換

15 100
非常に少ない

(通電により増殖抑制)

蒸留→イオン交換樹脂 1~10

イオン交換樹脂→蒸留 0.5~1

逆浸透膜 0.3~0.5 100~150 少ない

150~200

150~200

多い

少ない

除去に優れ、長期間安
定した水質が得られる

除去はできるが長期間
性能を維持できない 適切に除去

できない

ある程度
除去可能

24 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

精製方法による水質の違い（一例）

純水装置の種類により水質は異なる

12



25 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

蒸留式 RO-EDI方式
RO-EDI方式を1とした時

の蒸留式の割合

水道代（円／年） 66,000 11,400 5.7倍

電気代（円／年） 127,000 6,100 20倍

年間CO2排出量 2,112 kg 101 kg 20倍

１日CO2排出量 8 kg 0.4 kg 20倍

蒸留法とRO-EDI法の必要水量・電力・CO2排出量の比較

 1日20L、1か月22日使用の場合

純水装置

数L/時
超純水装置

１～２L/分

超純水

純水

貯水タンク

数１０L

水道水

26 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

～安定した水質の純水を使うためには～

製造された純水を保存する貯水タンクでの水質管理が重要
外気からの汚染を防ぐ
微生物の汚染を防ぐ

貯水タンクでの水質管理

純水は貯水タンクで
一旦、保存される

13



27 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

貯水中の汚染対策

①：エアベントフィルター

貯水中の汚染をいかに防ぐかが大事！（環境由来）

純水
装置

超純水
装置

超純水

純水

貯水
タンク

水道水
エアベントフィルター

VOC

CO 2

微粒子

微生物

28 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

エアベントフィルターの役割

メンブレンフィルター
（微粒子・微生物除去）

VOC CO2

微粒子微生物

CO2
VOCVOC CO2

ソーダライム（二酸化炭素除去）

活性炭（有機物除去）

３層
エアベント
フィルター

＜R&D Notebook Vol.4＞

14



29 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

貯水中の汚染をいかに防ぐかが大事！（微生物由来）

純水
装置

超純水
装置

超純水

純水

水道水

254nmUVランプ

貯水中の汚染対策

②：254nm殺菌用UVランプ

貯水タンク

30 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

効果的なUV殺菌方法

UVタンク浸漬型

UV循環流水型

＜R&D Notebook Vol.11＞

UVはタンクに設置する

ことが最も効果的

15



31 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

研究・試験・分析用水としての超純水の精製方法

純水
装置

超純水
装置貯水

タンク

水道水

超純水

純水

TOC計

＝

イオン交換・活性炭カートリッジ

比抵抗計

ポンプ

0.22μm

メンブレ
ンフィル
ター

172・185/254nmUVランプ

採水時に純水を比抵抗値18.2MΩ･cmに磨き上げる

32 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

紫外線 Ultra Violet（UV） 172nm, 185/254nm

TOC計

＝

イオン交換・活性炭カートリッジ

比抵抗計ポンプ
0.22μm

メンブレン
フィルター

172nm,185/254nmUVランプ

有機物の酸化分解でTOC低減が可能（172nm,185/254nm・・・超純水）

効果的な殺菌が可能 （254nm・・・純水）

紫外線（UV）により、水中の有機物を酸化分解することで TOC濃度を低減

16



33 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

185/254nmUVと172nmUVの比較

172nm 185nm
254nm

34 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

➢ 2013年10月 水俣条約締結
 水銀は人への影響や汚染

 人為的な排出から人の健康及び環境を保護する必要がある

 採掘・貿易・製造・保管・廃棄を規制

➢ 2016年12月18日 水銀汚染防止法 水銀製品表示義務
 メルクの取り組み

− 製品に表示，取扱説明書記載，

− カタログ，ホームページ掲載

➢ 2018年1月1日 一部の特定水銀製品が販売禁止
 メルク純水・超純水関連製品は対象外

国内の水銀規制動向

製品に水銀が含まれています

17



35 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

アプリケーションに適した超純水精製方法

高性能活性炭

限外ろ過膜

C18逆相シリカ

追加イオン交換樹脂＋0.1μmフィル
ター

全ての純水用途
Elix（RO＋EDI）純水

＋ アプリケーション用フィルタ（POU）

メンブレンフィルター

一般分析・高純度試薬調製

バイオ実験

環境化学物質分析

HPLC，LC/MS

ICP-MS

活性炭 イオン交換

RO EDI
254nm
紫外線

タンク
254UV

純水製造部（RO＋EDI）

超純水製造部

水道水

172・
185/254nm 

紫外線

36

1.知っておきたい超純水の基礎

2.いろいろな純水・超純水

 実験各種純水の精製方法による水質の違いと貯水方法

 実験に必要な超純水の精製方法

3.必見！正しい超純水の使い方のポイント

分析用水の基礎と選択

平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）
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37 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

超純水使用時の注意点

きれいな水（超純水）はハラペコです！ 別名“ハングリーウォーター”

= 周りに存在する不純物をどんどん溶解させる性質があります

外気中からの
不純物

容器からの
不純物

ポイントを押さえて超純水を上手に使うことが大切

これらの不純物から
どのようにして超純水を
守ることができるか？

38 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

超純水の上手な使い方の10のポイント

超純水を使うときのポイント
① 用時採水する

② 採水環境を改善する

③ 溶出の少ない容器・器具を用いる

④ 溶出の少ない容器を正しく洗浄する

⑤ 容器を使い分ける

超純水を採水するときのポイント
⑥ 初流を排水する

⑦ 採水口をきれいに保つ

⑧ 泡立てずに採水する

⑨ 洗ビンに入れた超純水は適宜入れ替える

⑩ 採水するときには水質計を確認する

19



39 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

• Application notebook／R&D Notebook ダウンロード先

• http://www.merckmillipore.com/JP/ja/lw/documents/tech-

library/app-notebook/tpib.qB.hc8AAAFH30QR_qpw,nav

• 超純水使用の10のポイント 詳細資料

• http://www.merckmillipore.jp/10rules

参考資料のご紹介

40 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

• 試験・分析用水に求められること
• 試験に影響を与える物質が取り除かれていること
• 常に一定の水質であること
• 安定して高純度な純水供給には、RO+EDI方式が最も適している
• 目的に適した超純水の精製方法を選ぶことが重要である
• 超純水は環境からの汚染を受けやすいので、ポイントをおさえて
使用することが、より安定した結果のために重要である

まとめ

20

http://www.merckmillipore.com/JP/ja/lw/documents/tech-library/app-notebook/tpib.qB.hc8AAAFH30QR_qpw,nav
http://www.merckmillipore.jp/10rules


41 平成29年度計量管理講習会（濃度） 分析用水の基礎と選択（メルク石井）

技術講習会 ミリスクールのご案内

超純水・純水の基礎知識・水質の重要性と超純水の使い方のポイント

7/26 山形
10/19 大阪

11/21 東京（目黒）

お申込み先
www.merckmillipore.jp/millischool

無料!!

ありがとうございました

42

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

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

平成29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29年7月21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
～ミスが発生した際の影響について～

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

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

なぜミスは生じるのか

• 知識、技量不足
• 慢心、不注意
• コミュニケーション不足
• 要因の変化に気が付かない
• 目標設定や守るべきルールが守られていない
• 納期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

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

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

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

・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

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

• 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が業務担当者

から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(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

＜再発防止策＞

仕様書から分析結果の入力表を予め作成し

ネットワークサーバーの共有スペースにて分

析者に入力してもらうようにした

（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(1)

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

• 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(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

＜原因＞

・ＬＡＳの分解に対する認識不足

（4℃冷蔵保存下でも1日で10％程度低下）

・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、採水後速やかに試料

の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(2)

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

• pHの分析で保存処理した試料と気づかず測定

してしまい、高い値を示した

＜内容＞

現場で試料を保存するために試薬を添加した

採水容器については、項目ごとにガムテープの

色で識別していたが、そのことを分析担当者が

理解していなかった

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＞
・新任者に対する教育訓練が適切に実施されていなかった

＜再発防止策＞
・教育訓練が終了した後、責任者による理解度の確認を実
施することとした
・ガムテープの色による識別に加え、計量項目を記載した

＜内部対応＞
・過去データの活用
・特異的(基準値超過）の試料は必ず、別の容器も含め再分
析を実施

2.分析ミスの事例紹介(3)

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

• オートサンプラーを用いる分析で実際のNo.と
バッチ処理のNo.がずれていた

（チウラムの分析）

＜内容＞

定期的に既知濃度試料(標準試料）を測定して

いたところ検出されず、実試料において既知濃

度が検出された

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＞

・オートサンプラーNo.の確認不足

＜再発防止策＞

・作業用のチェックシートを作成した

・2名による相互確認の取り入れ

（他の項目にも水平展開）

2.分析ミスの事例紹介(4)

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

• ＢＴＸ類がかなり高濃度であると現場で把
握していたが、試料を希釈せず測定機器

に注入してしまった

＜内容＞

高濃度の試料であることを現場担当者は

把握していたが、分析担当者に伝えていな

かった

2.分析ミスの事例紹介(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

＜原因＞

・内部伝達、コミュニケーション不足

＜再発防止策＞

・現場で特異的（通常時以外）な情報については

分析担当者（管理者）へ伝達することを徹底

＜内部対応＞

・濃度予想のつきにくい試料については、少量の

検水（希釈）にて測定すること

2.分析ミスの事例紹介(5)

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

2.分析ミスの事例紹介(6)

• 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(6)

＜原因＞
スペクトル干渉についての理解不足

＜再発防止策＞
・測定質量数の追加（妥当性の確認）
・定性分析の実施

＜内部対応＞
・スペクトル干渉について把握・周知
・添加回収試験の実施
・他の分析機器による再測定の実施

10



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

• 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

2.分析ミスの事例紹介(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

＜原因＞

各使用器具の準備不足、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

2.分析ミスの事例紹介(7)

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

• 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

2.分析ミスの事例紹介(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

＜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(8)

12



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

• エクセルを用いて分析結果を計算していたが
計算式が違っており、計算結果にミスを生じた

＜内容＞

ノルマルヘキサン抽出物質の計算式において

数行目以降から計算式が異なっていた

2.分析ミスの事例紹介(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

＜原因＞

・原本管理しているエクセルファイルの計算

シートを使用せずコピーシートを使用していた

＜再発防止策＞

・原本管理した計算ファイルについて、管理者

許可のもとコピーして使用する（履歴を残す）

・計算式の部分を固定化する、あるいはデータ

入力箇所を目立つように着色する

2.分析ミスの事例紹介(9)

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

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）対策案(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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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

蒸留水、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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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

➡蒸留水、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

・蒸留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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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）対策案(再発防止策)を立案し実行するために

・SOPを改定し承認を得ること

公定分析法（JIS等）との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

・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）対策案(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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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）対策案(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

・小さな疑問でもその場で確認

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
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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

（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

最後に・・・

・小さな変化に気付く感性を日頃から磨く

・外部（内部）精度管理の結果を役立てる

Ｚスコアを見て一喜一憂するだけでなく、全

体から「少し外れてきた」等の兆候があれば

分析の作業を1つ1つ点検してみる

・整理、整頓、正しい計量

・ミスした本人を責めるのではなく、どうしたら

防ぐことができるか組織（システム）で捉える

3.再発防止への取り組みについて
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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

何かお困りの際は・・・

・相談できる上司、仲間、同業者

・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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