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Ⅶ 用 語 集
凡例：数字，ＡＢＣ順，50音順に記載。本書中で説明を要すると思われる主な

用語を収録した。

95%信頼区間 （95% confi dence interval）
母集団パラメータの推定を100回試行したら，95回は推定したパラメータの値
が含まれていると期待できる範囲のこと。危険率5%を両側に設定した場合は，
95%信頼区間に下限と上限の両端が存在し，危険率5%を下側又は上側の片側
で設定した95%片側信頼区間では，信頼区間の下限又は上限の一方のみに注
目して利用する。

AQL（accepted quality level:合格品質水準）
食品の品質の水準が，AQLよりも好ましい場合には高い確率で合格する。し
かしながら，まれに不合格になり，このAQLに達しながら不合格になる確率
は生産者危険と呼ばれる。生産者危険は通常5％に設定される。

HEATOXプロジェクト
アクリルアミドをはじめとする加熱によって生成する食品中の有害化学物質に
関して，協力して取組みを進めるため，欧州連合加盟国が2003年11月からに
立ち上げた3カ年のプロジェクト。14カ国から24 団体が参加した。
HorRat（Horwitz ratio）
化学分析の定量法の精度について，妥当性を判断する性能指標として用いられ
る比である。この比の分子は，実験から得られた室間再現相対標準偏差，分母
はHorwitzの式から計算した室間再現相対標準偏差の予測値である。Horwitzの
式は，化学分析法の室間再現精度がマトリックス，分析対象成分，分析法に依
存せず濃度のみに依存することを示した経験則の式である。AOACの室間共同
試験のガイドライン（2005）には，HorRatが0.5より大きく2以下なら妥当と
記載されている。

LC-MS/MS
液体クロマトグラフィータンデム質量分析。液体クロマトグラフに質量分析計
を2台直列に接続し，試料混合物中の各成分を液体クロマトグラフで分離し，
それを１段目の質量分析計のイオン化室でイオン化し，生成したイオン種のう
ちの一つをプリカーサーイオンとして選択して2段目の質量分析計に導入し， 
そのプリカーサーイオンの分解から生じるイオン（プロダクトイオン）を検出
する方法。 質量分析計を直列に接続する代わりに，イオントラップ型の質量分
析計を使用して，1台の質量分析計の中で1段目と2段目の質量分析を行う方
法もあるが，定量分析には直列接続型装置の方が適している。
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LQ（limited quality, LQL : limited quality level とも呼ばれる:限界品質）　
食品の品質の水準が，LQより悪い場合には高い確率で不合格とする。しかし
ながら，まれに合格になり，この合格になる確率を消費者危険と呼ぶ。

一元分散分析 （one-way analysis of variance）
分散分析は，実験計画法のなかの有力な手法であり，線形モデルをデータに当
てはめて解析する。興味ある処理効果を検定によって確認する目的で，処理水
準を意図的に変えた実験データを解析する場合は母数モデルを用いる。処理水
準は確率的に変動すると考えて，モデル中の変動要因の分散を推定する目的で
解析する場合は変量モデルを用いる。一元分散分析では，一つの主変動因子と
一つの誤差因子の和で構成されたモデルを用いて，全体の分散を群間の分散と
群内の分散の二つに分解して解析する。各群の平均値はすべて等しいといえる
かを検定する場合は母数モデルを用いる。配付試料の均質性確認（主変動因子
はサンプリング誤差）や室間共同試験（主変動因子は室間誤差）の解析では，
変量モデル中の分散パラメータを推定するために一元分散分析を用いている。

エレクトロスプレーイオン化（electrospray ionization, ESI） 
質量分析におけるイオン化法の一種で，キャピラリに高電圧をかけて試料を噴
霧，イオン化する方法。試料を気化させる必要がないため，熱不安定物質や難
揮発性物質の測定に向いる。

カラムスイッチング
液体クロマトグラフィ－質量分析（liquid chromatography mass spectrometry , 

LC-MS）において，分析対象物質をバルブを切り替えながら複数のカラムを
通過させて共存物質から分離して分析する方法。

ガスクロマトグラフィー質量分析
（gas chromatography mass spectrometry, GC-MS） 
ガスクロマトグラフと質量分析計を接続し，試料混合物中の各成分をガスクロ
マトグラフで分離しながら溶出順に質量分析を行う分析方法。

かたより（bias）
測定結果の期待値と，採択された参照値との差。（JIS Z8101-2）

帰無仮説
仮説検定において，母集団パラメータ（母数）に関する仮説のうち，検定統計
量の確率分布を計算するために設定する仮説のこと。この仮説のもとでの発生
確率が，あらかじめ設定した有意水準（危険率ともいう）以下の低い確率の場
合は，この仮説を棄却して対立仮説を採用する。

均一性，不均一性（homogenetity, heterogeneity）
特性が物質の量すべてにおいて一定に分布している程度。（Horwitz, 1990）
グラブス検定（Grubb's test）
データ分布として正規分布を仮定した外れ値検定法である。検定統計量は数種
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類報告されているが，分析法の妥当性確認が目的の室間共同試験のハーモナイ
ズドプロトコルには，外れ値候補の除去による不偏標準偏差の減少率（%）で
ある100（1－除去後の不偏標準偏差／除去前の不偏標準偏差）が検定統計量と
して記載されている。この検定統計量の数表に記載された棄却限界値よりも計
算した検定統計量の値が大きければ有意であり，外れ値候補は外れ値としてデ
ータから除外する。データのなかの最小値又は最大値を外れ値候補にするシン
グルグラブス検定（single Grubbs test）と，最小値と2番目に小さい値の2個，
最大値と2番目に大きい値の2個，又は最小値と最大値の2個を外れ値候補に
するペアグラブス検定（paired Grubbs test）を順に用いる逐次検定法が，室間
共同試験のハーモナイズドプロトコールには各試験所の平均値の外れ値検定法
として記載されている。

コクラン検定 （Cochran's test）
分散分析の前提条件である各群内のばらつき（分散）が等しいという仮定が
成り立つか確認するための検定法である。この検定では，各群の測定値のばら
つきは正規分布に従うと仮定している。各群の不偏標準偏差の2乗（不偏分散）
を計算し，（各群の不偏分散のなかの最大値）/（各群の不偏分散の和）によって
求める値が検定統計量である。この検定統計量の数表に記載された棄却限界値
よりも計算した検定統計量の値が大きければ有意であり，不偏分散が最大の群
は外れ値としてデータから除外する。均質性の確認試験及び分析法の妥当性確
認が目的の室間共同試験のデータ解析で，一元分散分析を行うデータについて，
各群の分散の外れ値検定法として用いられている。

酵素免疫測定（Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay; ELISA）法
サンプル中に含まれる微量の目的物質を，酵素標識した抗体または抗原を用い，
抗原抗体反応を利用して定量的に検出する方法。ELISA法は，測定原理の違い
からサンドイッチ法と競合法の二つに大別される。また，同様の原理に基づく
放射免疫測定（ラジオイムノアッセイ ; RIA）と比べて，放射性物質を用いな
いため安全性が高く，安価で簡便であるため，微量タンパク質等の検出・定量
に広く用いられている。

国際がん研究機関による発がん性の分類
世界保健機関（WHO）の付属組織国際がん研究機関（International Agency for 

Research on Cancer, IARC））では，化学物質の人に対する発がん性を疫学およ
び動物実験の結果に基づいて以下の５つのグループに分類している。
　１　：人に対して発がん性がある。 
　２Ａ：人に対しておそらく発がん性がある。 
　２Ｂ：人に対して発がん性があるかもしれない。 
　３　：人に対する発がん性については分類できない。 
　４　：人に対して恐らく発がん性がない。
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サンプリング誤差（sampling error）
全体の誤差（母集団の値から，サンプルから推定した値を引いた値）のうち，
母集団の一部のみを用いて，全体へ外挿したことにより，分析あるいは試験に
よる誤差とは区別できるもの。これは，母集団の均一性が欠けているために生
じる。（Horwitz, 1990）

（採択された）参照値（accepted reference value）
次のようにして得られた，比較のために容認された標準として役立つ値。a） 
科学的原理に基づく理論値又は確定値。b） ある国家，又は国際機関の実験
研究に基づく付与値，又は認証値。c） 科学又は技術集団の主催する共同実験
研究に基づく合意値，又は認証値。d） a）,b）,c） のいずれにも拠ることができ
ないときは，その量の期待値，すなわちその測定値の母集団の平均値。（JIS 

Z8101-2）
試験室間共同試験 （interlaboratry study）
複数の試験所によって行われる試験で，試験目的によっていくつかの室間共同
試験が存在する。①Method-Peeformance Study：分析法プロトコルの妥当性確
認を目的に行う試験（collaborative studyともいう）では，各試験所は配付され
た均質な試料を同一のプロトコルに従って分析し，その結果から分析法の性能
評価を行う。②Laboratory-Performance（Profi ciency） Study：試験所の分析能力の
評価が目的の試験（技能試験，profi ciency testing）では，各試験所は配付され
た均質な試料を得意な分析法で分析し，その結果から各試験所の分析能力の評
価を行う。③Material-Certifi cation Study：標準物質の値付けが目的の試験では，
各試験所は配付された均質な試料を指定された分析法で分析し，その結果から
分析対象成分の値及び不確かさを決定する。

　①の引用文献：Horwitz， W. （1995）. Protocol for the Design， Conduct and Interpretation 

of Method -Performance Studies. Pure & Appl. Chem.， 67（2）， 
331 -343.
http://www.iupac.org/publications/pac/1995/pdf/6702x0331.pdf

（室間）再現精度（reproducibility）
同一と見なせるような測定試料について，同じ方法を用い，異なる試験室で，
異なるオペレーターが，異なる装置を用いて，独立な測定結果を得る測定の条
件による測定結果の精度。（JIS Z8101-2）

（室間）再現標準偏差 （reproducibility standard deviation）
同一と見なせるような測定試料について，同じ方法を用い，異なる試験室で，
異なるオペレーターが，異なる装置を用いて，独立な測定結果を得る測定の条
件で得られた測定結果の標準偏差。（JIS Z8101-2）
異なる試験室で分析したときの分析値のばらつきを考慮した標準偏差で，多数
ある試験所のなかのある一カ所で1回分析したときの測定値の不確かさを示す。
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真度（trueness）
十分多数の測定結果から得られた平均値と，採択された参照値との一致の程度。
（JIS Z8101-2）
精確さ（accuracy）
個々の測定結果と採択された参照値との一致の程度。（JIS Z8101-2）

精度（precision）
定められた条件の下で繰り返された独立な測定結果の間の一致の程度。（JIS 

Z8101-2）
選択イオンモニタリング（selected ion monitoring, SIM）
液体クロマトグラフに質量分析計を接続し，試料混合物中の各成分を液体クロ
マトグラフで分離しながら溶出順に質量分析を行う液体クロマトグラフィー質
量分析（liquid chromatography mass spectrometry , LC-MS）において，特定の質
量のイオンを連続的に検出する方法。

選択反応モニタリング（selected reaction monitoring, SRM）
液体クロマトグラフに質量分析計を接続し，試料混合物中の各成分を液体クロ
マトグラフで分離しながら溶出順に質量分析を行う液体クロマトグラフィー質
量分析（liquid chromatography mass spectrometry , LC-MS）において，特定の質
量のイオンを連続的に検出する方法。

相対標準偏差（relative standard deviation）
標準偏差を平均値で除して，100 を乗じたもの，％で表す。変動係数とも呼ば
れる。

層別（多層）サンプリング（stratifi ed sampling）
母集団を同質だと思われる幾つかの部分に分割する。この部分を層と呼ぶ。品
種や産地，季節などが層として選ばれうる。そして各層から標本を抽出する。
この方法によって，サンプリングの精度を向上させることができる。同質の層
から，不必要に多くのサンプルを取り出すことがないためである。このような
理由によって，Greenfi eld and Southgate（2003）は，層間で有意な差がない場合
にも，多層サンプリングを薦めている。母手段を層に分割した後，各層から抽
出する標本数は層の大きさに比例させる場合（比例配分と呼ばれる）がある。
また，各層の標準偏差が異なる場合には，標準偏差と層の大きさの積に比例さ
せる（ネイマン配分）場合もある。
H. Greenfi eld & DAT Southgate, 2003, Food Composition Data: Production, 

Management and Use, 2nd Edition, FAO Rome.

測定試料 （test portion）
測定用試料または試験室試料からとり分けた，一回の測定のために用いられる
試料。分析試料ともいう。（JIS K0211）
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測定用試料（test sample）
測定を行うために，試験室試料について何らかの予備処理を行った試料。分析
用試料ともいう。（JIS K0211）
対立仮説
仮説検定において，帰無仮説が棄却されたときに採択する，母集団パラメータ
（母数）に関する仮説のこと。
中間精度 （intermediate precision）
併行精度（repeatability）と室間再現精度（reproducibility）の中間の大きさをも
つ精度のため中間精度と呼ばれる。一つの試験室内で時間，オペレータ，校正，
機器などの変動要因を一つ又は複数変更して各変動要因の標準偏差及び総合的
な室内精度（標準偏差）を推定することを中間精度の評価という。
引用文献：JIS Z 8402-3:1999
特性（characteristic）
測定され，比較され，あるいは記載される，物質の特性あるいは属性。（Horwitz, 

1990）
トレーサビリティ（traceability）
不確かさがすべて表記された，切れ目がない比較の連鎖を通じて，通常は国家
標準または国際標準である決められた標準に関連付けられ得る測定結果又は標
準の値の性質。（VIM:1993,6.10）
二段サンプリング（two-stage sampling）
ロットを幾つかの部分（一次サンプリング単位）に分け，まず，第一段として
その中の幾つかの部分をランダムに選び，次に，第二段として選んだ部分の中
から各々幾つかのインクリメント（二次サンプリング単位）をランダムに抽出
する操作。二段以上に何段にもわたってサンプリングすることを多段サンプリ
ングという。（JIS K0211）
例えば，全国から市町村を幾つかランダムに抽出する。その次に，抽出された
市町村から更にサンプルをランダムに抽出するという方法を２段サンプリング
と呼ぶ。最初に選ばれる市町村を第１次抽出単位，次に選ばれるサンプル自身
を第２次抽出単位と呼ぶ。また，更に段を追加して，３段，４段ということも
ある。それらも総称して多段サンプリング（multiple stage sampling）と呼ぶ。
単純ランダムサンプリングと比べて，サンプル収集の対称範囲が狭まるため，
調査が容易になる利点がある。一方，精度は単純ランダムサンプリングよりも
劣ることが多い。

認証標準物質（certifi ed reference material; CRM） 
認証書の付いた標準物質で，一つ以上の特性値が，その特性値を表す単位
を正確な現示へのトレーサビリティが確立された手順によって認証され，各
認証値にはある表記された信頼水準での不確かさが付いているもの。（JIS 
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Q0030:1997）
外れ値 （outlier）
同一条件下で得た一組の測定値の中で，同一母集団に属するものではないと判
定され飛び離れた値。（JIS K0211）

外れ値検定
データから外れ値を除くための手法。

標準偏差（standard deviation）
データのばらつきを測る指標の一つで，母集団の標準偏差を母標準偏差といい，
母集団からサンプリングした標本データに基づいて計算した標準偏差を標本標
準偏差という。標本標準偏差には，偏差平方和をデータ数－1で割った不偏分
散の平方根と偏差平方和をデータ数で割った分散の平方根の2種類がある。前
者は，不偏標準偏差といい，母集団の一部である標本データから求まる母標準
偏差の推定値である。後者は，全数検査のように標本データが母集団全体のデ
ータと同じになる場合に母標準偏差に一致する。分析法の妥当性確認では，測
定データから，精度指標として併行標準偏差や室間再現標準偏差などの母標準
偏差を推定することが目的のため，不偏標準偏差を計算する。

標本抽出（サンプリング）計画（sampling plan）
サンプルとして，母集団から取り出される部分を選び，取り出し，保存し，輸
送し，そして準備する，あらかじめ決定された一連の手続き。（Horwitz, 1990）
W. Horwitz, 1990, Nomenclature for sampling in analytical chemistry, Pure and 

Applied Chemistry, 62, 6, 1193-1208.
不確かさ（uncertainty）
測定の結果に付随した，合理的に測定量に結びつけられる値のばらつきを特徴
付けるパラメーター。（JIS K0211：2005）　　　　　　　　　　　　　　　　　
不確かさは幅で示されるが，サンプリング，分析方法などに含まれる多くの要
因からなっている。それぞれの要因の不確かさを見積もって，総合的な不確か
さを求めることが行われるが，共同試験の室間再現精度を用いる方法なども提
案されている。

分割水準［Split levels （Youden pair）］
分析法プロトコールの妥当性確認を目的とした室間共同試験において，1材料
あたり2個配付する試料の濃度のみがわずかに（5%以内）異なる試料対のこと。
統計学者のYoudenが紹介した試料の配付方法である。外観などによって対で
あることが分析者に明らかに分かる材料については，併行標準偏差の過小評価
を回避する目的で，Split levelsの材料を少なくとも1材料は用いる実験計画を
検討することを勧める。

分別生産流通管理（Identity Preserved Handling; IPハンドリング）
我が国の遺伝子組換え食品の表示制度においては，原材料として遺伝子組換え
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農産物を使用していない場合は，｢遺伝子組換え不使用｣の旨の表示が可能と
なっている。その際，非組換え体が，きちんと分別されて流通されたものかど
うかを証明する根拠となるのが IPハンドリングである。IPハンドリングを行
っていることを示す証明書は，農産物が生産者から流通業者，輸出入業者，加
工業者等へと渡る各ポイントで発行され，最終的にすべての書類がそろうこと
により，適切な IPハンドリングが実施されたとされる。

併行精度，繰返し精度（repeatability）
同一と見なせるような測定試料について，同じ方法を用い，同じ試験室で，同
じオペレーターが，同じ装置を用いて，短時間のうちに独立な測定結果を得る
測定の条件による測定結果の精度。（JIS Z8101-2） 　　　　　　　　　　　　
分析法に，抽出操作があるときに，抽出液を繰り返して測定することは該当し
ない。

併行標準偏差（repeatability standard deviation
同一と見なせるような測定試料について，同じ方法を用い，同じ試験室で，同
じオペレーターが，同じ装置を用いて，短時間のうちに独立な測定結果を得る
測定の条件で得られた測定結果の標準偏差。（JIS Z8101-2）
併行分析の条件下で1回測定したときの測定値の不確かさを示す。

ポジティブモード
質量分析において，正の電荷をもつイオンを検出する方法。

母集団（population）
統計学において，我々が知識，情報を得たいと考えている対象の全体を母集団
と呼ぶ。母集団は，サンプリング法を決定する最初の段階として明確に決めな
ければならない。具体的には，どの期間の食品を対象にするか（時間的範囲）と，
どの範囲を対象にするか（空間的範囲）の二つが必要である。

ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction; PCR）
増幅対象（テンプレート）のDNAに対し，増幅したい領域の両端に相補的な
プライマーと呼ばれるオリゴヌクレオチドと耐熱性DNAポリメラーゼを用い
てサイクル反応（プライマーとのアニーリング→伸長反応→二本鎖の解離）を
行うことにより，目的とするDNA領域を増幅する方法。

マンデルのh統計量  （Mandel's h　statistic）
室間共同試験データのグラフを用いた外れ値検定法のなかで，室間データの一
致性の検定統計量として，ISO 5725-2 （JIS Z8402-2）に記載されている。材料
毎に各試験所の平均値を計算し，（平均値 -全試験所の総平均値）/（各平均値と
総平均値の偏差2乗和から計算した不偏標準偏差）によって各試験所の平均値
を標準化した統計量であり，総平均値から大きく離れた平均値をもつ試験所を
検出する。



153

マンデルのk統計量 （Mandel's k statistic）
室間共同試験データのグラフを用いた外れ値検定法のなかで，室内データの一
致性の検定統計量として，ISO 5725-2 （JIS Z8402-2）に記載されている。材料
毎に各試験所内の不偏標準偏差を計算し，（試験所内の不偏標準偏差）/（各試験
所の不偏標準偏差の2乗和を試験所数で割った値の平方根で計算した試験所内
の不偏標準偏差の平均）によって求める統計量であり，試験所内の不偏標準偏
差の平均と比べて大きな不偏標準偏差をもつ試験所を検出する。

ラテラルフロー法
イムノクロマト法（immunochromato graphy）ともいう。検体中の抗原と色素
標識抗体が結合した抗原抗体複合体が毛細管現象により試験紙上を移動する途
上に，抗原に対する捕捉抗体を線状に塗布した部分を作成し，抗原－色素標識
抗体が捕捉抗体により捕捉されることにより，標識色素が目視で可視化される
ことに基づく測定方法。

ランダムサンプリング（random sampling）
全てのサンプルに通し番号を付ける。そして，乱数を生成し，それと一致する
番号のついたサンプルを選び出して，そのサンプルを分析する。工場のように，
製品に通し番号が付いている場合では実行は比較的容易である。母集団が全国
の食品である場合，複数の生産者が様々な流通経路で食品を供給している。そ
のため，全国の食品を一度にランダムサンプリングすることは実行困難である。
ランダムサンプリングより実行が容易な多段サンプリングもあるが，最終的に
は範囲を絞った上でランダムサンプリングを行うことになる。ランダムサンプ
リングは基本的なものといえる。




