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② 国際度量衡委員会，物質量諮問委員会（CCQM）の
パイロットスタディへの参加

1.　国際単位系
　古には，長さ，面積（度），体積（量）及び質量（衡）の制定に関する権限は
統治者が有していたため，これらの単位は歴史的な背景を含め社会や地域によっ
て様々であった。社会や地域毎に異なる単位を使用することは，地域間の交流が
限定されている場合には問題が少ないが，近代において連絡，交通，輸送手段の
発達に伴って国際間の貿易が盛んとなり，これを効率よく行うために諸国の事情
に依らない客観的な標準が必要になった。このような国際通商上の障壁を軽減す
るため，18世紀末のフランス国で世界レベルでの単位制度の統一を目的として，
1875年にメートル法が定められた。メートル法は，狭義には長さの単位である
メートルを基準として定められた単位系のことを指し，広義にはこれから派生し
た各種単位系の総称を指す。単位制度の一元化に際しては，誰もが自らが用いて
いる単位をそのまま使用できれば好都合と考えるため，自然科学を論拠とする単
位を新たに制定し，皆がそれに従うよう提案することが必要とされた。例えば長
さの単位である「メートル」は，当初地球の北極から赤道までの子午線の長さの
1000万分の１と定められ，これを基にメートル原器が作製された。その後，メ
ートル原器は，基準を「物」にした場合には，破損等の物理的ダメージが避けら
れないこと，光の速度測定技術が向上したこと及び原子時計が開発されたことに
より精確に「時間」を定義することが可能になったことから，現在は真空中で１
秒の299792458分の１の時間に光が進む行程の長さへと定義が変更されている。
現在では，長さ （m），質量 （kg），時間 （s），電流 （A），温度 （K），光度 （cd），物
質量 （mol）がSI（SI；Le systéme international d’unites）基本単位として定められて
いる1, 2, 3）。

2.　メートル条約への加盟
　1875年に各国の公的な単位としてメートル法の導入に努力することを定めた
メートル条約が17ヶ国で締結された。現在，メートル条約加盟国は51カ国に至
っている。日本はメートル原器の交付を契機として1885年（明治18年）にメー
トル条約を批准し，1891年（明治24年）に尺貫法と併用する形で導入した。1959
年（昭和34年）からは計量法の下に尺貫法と共にメートル・ヤード法も使用が
禁止され，土地や建物等，一部を除きメートル法の使用が定められ，７年後の
1966年（昭和41 年）には公的な表記としてメートル法のみを使用することが義
務づけられた。
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3.　グローバルMRA
　経済の国際化に伴い，1999年10月にメートル条約加盟国において計量標
準を国際的に相互承認する協定（グローバルMRA；Global mutual recognition 

arrangement）が調印された。これは各国の計量標準研究所が保持する国家計量標
準の同等性の確認と各国の計量標準研究所などの国家計量機関が発行する校正証
明書を相互承認することで，国際的な標準，基準の統一化が行うことを目的とし
ている。

4.　メートル条約に関する国際組織
　メートル条約が締結され，これに基づいて国際度量衡総会（CGPM：Conférence 

générale des poids et measures），国際度量衡委員会（CIPM：Comité international 

des poids et measures）， 国 際 度 量 衡 局（BIPM：Bureau international des poids et 

measures）が設置された。CGPMはこれらの組織の中の最高機関であり，メート
ル条約加盟国が４年に一度，フランス国パリで開催される会議として機能して
いる4）。CGPMで決議された事項は，CIPMによって代理執行されることになっ
ており，CIPMはCGPMから委託された標準に関する国際的な課題を具体的に検
討する任務を持っている。BIPMはCIPMの下に設置され，CIPMの事務局と標準

表１　BIPMの元に設置されている10の諮問委員会
略  称 正　式　名　称 検討内容 設立年

CCEM
CCPR
CCT
CCL
CCTF
CCRI
CCU
CCM
CCQM
CCAUV

Comite consultatif d'èlectricite èt magnetisme
Comite consultatif de photomètrie et radiometrie
Comite consultatif de thermomètrie
Comite consultatif des longueurs
Comite consultatif du temps et des frèquences
Comite consultatif des rayonnements ionisants
Comite consultatif des unites
Comite consultatif pour la masse et les grandeurs apparentèes
Comite consultatif pour la quantite de matiere
Comite consultatif de l'acoustique, des ultrasons et des vibrations

電磁気
即衡・放射測定
測温
長さ
時間・周波数
放射線
単位
質量関連量
物質量
音響・超音波・振動

1927
1933
1937
1952
1956
1958
1964
1980
1993
1998

図１　フランス，セーブルの丘に建つBIPM
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に関する国際的な研究課題の幾つかを直接担当する研究所として機能している。
BIPMはフランス国，パリ郊外に位置するセーブルの小高い丘に建っており，キ
ログラム原器の保管場所として有名である（図１）。また，BIPMの下には10の
諮問委員会（CCs：Comités communs）と呼ばれる専門部会が設置され，それぞれ
の組織が各国の政府や国際機関，国立標準研究所と協調している（表１）。物質
量諮問委員会（CCQM：Comité consultatif pour la quantité de matière）とは，10の委
員会の中でも比較的新しく設置された委員会の１つで，化学計測の国際的整合性
と長期的有用性に関する問題解決のため，化学計測関連の諮問を行っている。

5.　バイオ産業
　21世紀は生命科学の世紀と言われ，生命科学の基礎研究や応用面としてのバ
イオ産業には大きな注目と期待が集まっている。それに伴い，国際間における
バイオ関連品の取引も増加しており，今後はさらに増えていくものと考えられて
いる。このような事情により，従来の化学関連品だけでなくバイオ関連品に関す
る度量衡を新たに設ける必要性が生じてきた。バイオ計測標準となる度量衡は，
トレーサビリティ，コミュータビリティ（比較互換性），国際整合性，標準化等
についてCIPMのもとで論議が行われている。バイオ計測標準に関する課題のう
ち，トレーサビリティについては体外診断検査，臨床検査データの互換性，食料
品の輸出入，遺伝子組換え（GM : Genetically modifi ed）食品検査，種の保存・外
来種の防疫等が具体的な例として挙げられるが，同一の標準および試験方法を用
いて試験・検査を行っても，各試験所の能力（スタッフ，設備等を含む）が異な
る場合，各試験所毎に測定結果が異なってしまう。従って，試験所についても第
三者機関から国際基準を満たした技術的，管理的な能力を有していることの客観
的な証明を受ける必要があり，その一例として ISO/IEC 17025:2005 （JIS Q 17025）
「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」等の認定制度がある。GMO

検知解析ユニットでは，平成19年４月にGMダイズ及びトウモロコシの定性及
び定量試験について ISO/IEC 17025，これらに従った認証標準物質作製について
ISO guide34（JIS Q 0034） ｢標準物質生産者の能力に関する一般要求事項｣の資格
を取得した。これにより，当ユニットでは，GM農作物の認証標準物質を製造し，
GM食品の分析を行う試験機関に提供することで，分析結果の信頼性確保及び試
験所認定に貢献する予定である5）。

6.　計測標準の重要性
　適当な計測標準が無い場合，例えば国際社会に通用する客観的なデータを取得
する必要が生じた場合，混乱を生ずる可能性がある。また，製造企業サイドから
すると，海外への輸出を視野に入れて商品を開発する際に，その商品に関する国
際的な規格・基準が予め判っていれば，それに適合する製品を効率的に開発する
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表２　CCQMの元に設置されている7のワーキンググループ
略  称 正　式　名　称 検討内容

KCWG
GAWG
EAWG
IAWG
OAWG
BAWG
SAWG

Key comparisons and CMC quality
Gas analysis
Electrochemical analysis
Inorganic analysis
Organic analysis
Bioanalysis
Surface analysis

基盤比較・CMC登録*
ガス分析
電気化学分析
無機分析
有機分析
生物分析
表面分析

* ： Calibration and measurement capabilityの略

表３　BAWGで進行中のパイロットスタディー
略  称 検討内容

P-44*
P-53
P-54
P-55
P-58
P-59
P-60
P-94
P-101

PCR法による合成プラスミドの定量
DNAプロファイリング
DNAとオリゴヌクレオチドの定量
ペプチド及びタンパクの定量
蛍光測定
円２色性（Circular Dichroism ; CD）
DNA抽出法
メチル化DNAの定量
糖鎖の定量

* ：但し，P-44については現在K-61に移行し，基幹国際比較を実施している。

ことが出来る。この基準が整っていない場合，我が国のバイオ分野を含む産業は
開発競争に遅れが生じることになりかねない。また，標準物質がない場合には，
試験を行ったデータの信頼性を証明することが難しくなり，異なる方法で試験が
行われたデータについては，試験結果の整合性がとれないため，比較する事が難
しくなる。標準物質の重要性については前述したメートル条約加盟国が51カ国
に及んでいるということからも理解できる。

7.　CCQM での検討内容
　４．「メートル条約に関する国際組織」で述べたように，BIPMにおける化学
計測関連の諮問については，７つの作業部会から成るCCQMで行われている
（表２） 。これらのうちバイオ計測標準はバイオアナリシスワーキンググループ
（Bioanalysis Working Group ; BAWG）で検討が進められている。BAWGでは，表
３に示したような内容の試験的研究（Pilot study）が行われている。Pilot studyが
終了した課題で，特に重要性が認められるものについては，各国の国家標準の同
等性を確認する比較試験である基幹国際比較（Key comparison）に移行され，グ
ローバルMRAを締結するために必要な技術的基盤が同等であること，各国が同
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じ基準を運用することが可能であることを調べる試験が行われている。

8.　試験室間国際共同試験への取り組み 
　筆者は，バイオ産業の振興に伴って設置されたBAWGに産業技術総合研
究所と共に参加した。その中で，IRMM（The Institute for Reference Materials 

and Measurements ; ヨーロッパ国際計量研究所）が中心となって行ったPilot 

study P ̶ 60「DNA抽出法」について試験室間共同試験に参加した6）。P ̶ 60
はDNA抽出法の違いがリアルタイムPCR による遺伝子組換え（GM）ト
ウモロコシBt176 トウモロコシの定量に与える影響を調査するものであ
り，８機関の国立計量研究所間で国際的な CCQM ̶P60 パイロットスタディが
計画された。本調査ではBt176 トウモロコシ粉から抽出されたDNAの質と定
量値に関して，一般的に使用されている４種類の抽出法が比較された。その
結果，CTAB （Cetyl trimethyl ammonium bromide） ベースの方法は鋳型DNAの
量と質が最も優れており，260nm/ 230nmの吸光度比はDNA抽出法の間で違
いが認められた。また，リアルタイムPCRによりGM混入率を測定したとこ
ろ，PCR 反応に用いた鋳型DNAの量と質による影響を受けており，その鋳
型DNAを希釈したもの，あるいは精製したもので再測定したBt176 の混入率
は，適用した抽出法により統計学的に異なっているという研究成果が得られた。 

9.　バイオツール分野での国家計量標準の重要性
　日本がバイオツール分野での国家計量標準を整備するためには，国際動向を踏
まえた積極的な対応，取り組みが必要である。さらに，我が国で必要とされてい
る計測手法及び計量標準を我が国で自ら供給出来る体制を整備し，それらが世界
的に普及するように努めることが重要である。また，国家計量標準が必要とされ
る関連分野は多岐に及ぶので，今後も各省庁が連携し，戦略的なバイオ計量標準
を開発することが必要と思われる。

（食品分析研究領域　GMO検知解析ユニット　古井　　聡）
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