
 平成２９年６月２９日（木曜日）農林水産省第２特別会議室

 戸塚 輝夫(公認会計士) 玉木 雅浩(弁護士)

 青山 浩子(農業ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ)

 平成２９年１月１日～平成２９年３月３１日

４４件 うち、１者応札案件 １２件

 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

９件　 うち、１者応札案件 ８件
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第３８回農林水産本省入札等監視委員会　審議概要



一般競争 　７件　 うち、１者応札案件 ６件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

指名競争 　０件　 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

随意契約（企画競争・公募） 　１件　 うち、１者応札案件 １件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

随意契約（その他） 　１件　 うち、１者応札案件 １件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

（詳細に記述すること。） （詳細に記述すること。）

特になし

事務局：大臣官房予算課会計指導班

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律第４２条第１項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

物品・
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訳
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［これらに対し部局長が講じた措置］

委員会による意見の具申又は勧告の内容

別紙のとおり委員からの意見・質問、それに対する回答等

意見・質問 回答等

別紙のとおり
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第３８回入札等監視委員会 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

意見・質問 
 

回答等 
 

物役・随３ 2015 年農林業センサスの検索シ

ステム用データ複製・発送業務 

 

入札説明会が１月６日というのは、年明け

で通常の平日ではあるのですが、特にメーカ

ーさんなんかは、まだあまり会社が動いてい

ない時期なのかなという感じがするので、公

告期間の長さもさることながら、日程の設定

についても、もう少し余裕を持たせるといっ

た工夫があってもよかったのかなという感

想を持ちました。 

 

私も同じ意見です。  

 民間企業によっては、１月６日というの

は、これから挨拶回りなどで忙しい時期だと

思いますので、公告期間については今後ご検

討いただけるとありがたいと思います。 

 はい。 

物役・競１９ 平成28年度アジア地域残留農

薬基準設定調和促進委託事業 

 

 ２点お聞きできればと思います。 

事業者に対するアンケート結果の「②契約

準備期間等の確保など」に、「本案件の入札

公告があったことを知らなかった」と、その

存在を知らなかったというところが２者あ

ります。何か入札があるということを知らせ

るのにわかりやすいやり方をやっておられ

たのか、あるいは何か問題があったのかとい

うことをお聞きしたいです。 

 もう一つが１者応札になった原因として、

先ほど説明者の方がお話しいただいたとこ

ろですけれども、事業者に対するアンケート

結果の「②契約準備期間等の確保など」の「そ

の他意見・要望等」というところで、「東京

で５日間の会場確保は困難であるので、もう

ちょっと準備期間が必要」とか、「③仕様書

の記載内容の明確化など」の「その他の意見

・要望」のところで、「入札の段階ではワー

 まず１点目の入札公告があったことを知

らなかったという点に関しては、本事業は

他の事業と同じくホームページにて入札公

告を出してはおりますが、アンケートの協

力をお願いした方が、おそらくこれまで関

心がなかったということもあって、確認さ

れていなかったのではないのかなと思いま

す。 
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クショップの日程が未定であるので、手配可

否が確認できない」と、事業の設計に何か問

題があったというように、この意見からは受

けて取られるんですけれども、事業の組み立

てに何か改善をされることはお考えなのか

どうかお聞きできればと思います。 
 入札に関心がなかったということですか。  はい。 

  公告の部分につきましては、ホームペー

ジに掲載しているほか、公告のたびにメー

ルマガジンで周知しているところではあり

ますが、タイミングや時期によって、たく

さんの発注事案がある場合には、その中で

埋もれてしまうという可能性もあるのかと

思います。その部分につきましては、今後、

考えていく必要性はあると思います。関連

する業者、類似の業務を請け負う業界への

アプローチといったものを別途考えていく

ことが、より効果的になるかと考えますけ

れども、現状ではホームページの掲載、メ

ールマガジンの配信ということで対応して

いるところでございます。 

  ２点目の事業の準備期間の話ですとか、

ワークショップの日程が未定であったとい

うことに関しましては、本年度の事業実施

に当たっては、このご意見を踏まえまして、

具体的な日時までは書けないかもしれませ

んが、この期間からこの期間までに実施を

してくださいというふうにはしようと今検

討しているところです。 

 はい、お願いいたします。  

 本件についてはメールマガジンで配信さ

れているんですか。 

 配信されております。 

 今回のアンケートに答えられた３者の方

は、そのメールマガジンを実際に受信されて

いる方々なのか、それとも対象外の方々なの

かわかりますか。 

 基本的にメールマガジンは登録制になっ

ておりますので、１度登録すると自動的に

配信されます。これまでに取引がある業者

さんにアンケートをいただいておりますの

で、おそらく登録はされているものと思わ

れます。 

 わかりました。要するに、登録されていな  承知いたしました。 
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い方が知らなかったんだったらわかるんで

すけれども、登録されていて、そのメールマ

ガジンを受信しているにもかかわらず読ん

でいなかったのか、読んでも読み流してしま

ったのかという感じだと思うので、メールマ

ガジン自体の構成の仕方とか、そういったと

ころにも若干工夫の余地があるのかどうか

をご検討いただければと思います。 

 この入札の情報がホームページに出てい

るのなら、商売熱心であれば見ると思いま

す。それを知らなかったというのは自己責任

だと思うので、それを国のお金でもって何か

手厚くやるということ自体が、必ずしも賛成

はしないです。情報が全く外に出ないのであ

ればやむを得ないかなと思います。 

 この契約相手の（一財）残留農薬研究所は

すごくわかりやすい名前の研究所ですけれ

ども、こういう事業について対応できる能力

がある企業というのは、それなりにあるもの

なのですか。 

 農薬に関する知見を有する機関というの

は、この研究所以外にもありますので可能

だと思います。 

 わかりました。  

物役・競２３ 平成28年度生産資材安全確保

対策事業（抗菌性物質薬剤耐性評価情報整備

委託事業（愛玩動物の薬剤耐性動向調査に関

する海外情報の収集）） 

 

 仕様書の最初のページを拝見すると、実際

にスウェーデン、フランス及びドイツの行政

担当部局と対面でインタビューをするとい

うようなことがあるんですが、これは現地に

実際に行ってというリクエストなんでしょ

うか。 

 そうでございます。 

 そうだとすると、１月末に決まって、成果

物を提出するのが３月27日と、時間的にかな

り厳しいように感じます。その前にアポイン

トをとって、当局の人と接触するというのは

非常にタイトかなと思うんですけれども、そ

のあたりのご意見はいかがでしょうか。 

 そうですね。今回は、かなりタイトにな

ってしまいましたので、１者応札を避ける

意味でもそうですし、中身もきちんとした

ものをということの観点からも、もう少し

余裕を持って今後進めたいと思います。 

 公告から履行期間の最終日までは、終わり

が年度末なので、３月をまたげなかったとい

 この事業は、薬剤耐性対策という関連な

んですけれども、昨年の４月に日本の行動
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うことはあると思うんですが、どうすればこ

の期間をもう少し長くすることができるの

か。 

 今回に限らず、長くするとおっしゃるんで

すけれども、どうしたら長くなるのかという

のを教えていただけると納得しやすいんで

すけれども、いかがでしょうか。 

計画、アクションプランというのがこの薬

剤耐性対策について決定されました。その

決定をされた内容を踏まえて検討していた

ので契約が遅くなったという経緯がござい

ますので、今回の事業に関しては若干致し

方ないというような部分もありました。そ

れでも検討をより迅速に進めるとか、早期

執行といったできることがあると思います

ので、検討を早めるスケジュール管理をす

るということは可能かなと思います。 

 資料に予定価格の計算書がございまして、

この中で旅費が●●円かかるというふうに

見積もられております。実際の契約金額が

270万円ですから、予定価格より少なかった

んですけれども、●●かもしれないのです

が、旅費はかかるだろうなと思うんですけれ

ども、旅費というのは外国への旅費も含めて

の話なんでしょうか。 

 はい、旅費は海外の調査のための旅費も

入っております。 

 

  旅費については、外国に行って対面調査

するということで各旅費を積算しておりま

す。積算では、外国への航空運賃やホテル

代を計上して、それが約●●円ということ

で計上しております。 

 東京大学の落札額が低かったというの

は、●●ではと思われます。ただ、予定価

格を立てる場合は、●●の経費も見積もっ

ていますので、今回落札価格が低くなって

いるというのは、その辺が原因だと思って

います。 

 そうすると、東京大学の持ち出しかもしれ

ないんですか。 

 旅費のほうは、あくまでも通常どおりの

積算をしています。早い時期にとれれば航

空運賃は安くとれることもあります。実態

については当方ではわからないですが、実

績報告を確認すればわかると思います。 

物役・競２９ 平成28年度堆肥中のクロピラ

リドに関する調査委託事業 

 

 先ほどの案件は契約相手方が国立大学法

人だったんですけれども、この契約相手方は

企業でいらっしゃって、●●も当然かかるわ

けですよね。どのあたりが予定価格と開きが

 当方の予定価格のほうは●●などを参考

に、１点当たりの単価に員数を乗じて積み

上げたものです。 

 今回落札金額が本当に低かったというこ
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あったのか教えていただけますでしょうか。 とで、これはあくまで推測なんですけれど

も、●●かなとは思います。要は、●●と

いうことを戦略的に考えられて入札してき

たのかなと推測しています。 

 ただ、ほかの４者も予定価格より低めに

入っているということもあり、分析したと

ころ、●●かなと思っております。 

 逆に、業務を発注するときの手持ちの業

務の多い少ないで本当に入札価格が上がっ

たり下がったりするというのは、あること

だとは思っております。 

 事情はよくわかりました。 

 １点当たりの金額が実勢ではもう少し安

めになっているということですね。 

 入札した場合ですね。 

 これは今後もう少し下げるとか、そういう

ことになるんでしょうか。それとも従来どお

りということなんでしょうか。 

 そこは難しいところです。業者に手持ち

の業務が沢山ある場合は高くなり、業務が

ない場合は安くなる傾向にあるため、安く

し過ぎて業務ができなくなるというリスク

もあり、また、業務ができたとしても安く

し過ぎて業者に無理をさせることは国の事

業としていかがなものかと思います。当方

としては、予算額と市場価格を踏まえて積

算していますが、●●に見直すようにして

います。 

 予定価格計算書について、大きいのは２の

（１）の分析費ですよね。この分析費という

のは、例えば機器の購入だとか、何か薬の購

入とかということではなく、どちらかという

と役務の対価というのか、人件費的なものと

いう理解でよろしいんでしょうか。 

 そのとおりです。 

 

 契約相手方のユーロフィン・フードアンド

プロダクト・テスティング（株）という会社

は外資系か何かの会社なんですか。 

 外資系の会社で、国内では分析関係を主

体としてやっている企業です。 

 時々ここの入札にも参加してくる企業な

んですか。 

 過去には実績がございます。 

 実績があるわけですね。  はい。 

物役・競２４ 災害時に備えた農家と食品関

連産業間の契約取引実態調査委託事業 

 

 抽出案件概要に事業の内容が書いてある  今回の事業の実施に当たって、北海道の
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と思うんですけれども、この①の「標準契約

書の策定」と②の「ＢＣＰ（ Business 

continuity planning：事業継続計画）の策

定に当たっての論点整理」というのは、何か

別に同時に必ずしもやらなくていいことの

ような気もするんですけれども、これをあえ

て１つにまとめられた理由が何かあるのか、

あるいは今後は何かこういうのを分けるよ

うなことも検討されるのか、そのあたりのご

意見をお伺いしたいんですけれども。 

昨年の台風被害、これはこれまで北海道に

大きな台風被害があるというのをなかなか

想定されなかったということで、これまで

もＢＣＰについてはいろいろ検討されてい

るところですが、今回の北海道の台風被害

の状況を踏まえて、もう一度ＢＣＰについ

て改めて論点を整理していただき、その論

点に応じて、それぞれ標準的な契約書のあ

り方があるのではないかということで、そ

の論点整理を踏まえた形で場合分けをした

標準契約書を策定するという事業内容にな

っています。 
 北海道の大変甚大な台風被害ということ

がこの事業の１つのきっかけとなったとい

うふうに伺ったんですが、入札公告が12月28

日と年末になったわけですよね。もう少し早

められなかったのかなと思うんです。もし早

められたら、もう少し多くの参加者がいたと

思うんですが、なぜこういう時期になってし

まったのでしょうか。 

 今回の台風被害については、８月下旬か

ら９月の上旬にかけて北海道で大きな被害

があったわけですけれども、被害に遭った

企業の方に聞いてみますと、契約栽培を行

っている農家の方にも非常に被害があった

ということで、被害にあった企業のほうは

まず農家の方に対しての対応を優先的に行

って、各企業のご自身の工場の状況などは

農家の方への対応の後になったということ

で、企業の中での再建計画などが出てきた

のが11月に入ってからということでした。

企業の対応状況などを踏まえてどういった

課題があるのかということを見極めなが

ら、それを見た上でその後に今回の入札公

告を出したという形になりますので、その

前段階で全体の中身が明らかになっていれ

ば、もう少し時期を早められたかと思いま

す。 

 お聞きしていますと、かなりタイトな状況

で事業を開始されたということなので、よく

理解できました。こちらは単年度の事業です

か。それとも、もしかしたら複数年度になる

可能性もあるんでしょうか。 

 単年度です。 

 この概要を見させていただくと、かなり範

囲の広い対応を求められるとともに、標準契

約書の策定というように、創造性も求められ

る内容で、盛りだくさんという感じなんで

す。 

 うちのほうでは、入札の公告をかける時

期はここでしかなかったのかなという整理

をして、入札公告を打ったところです。そ

のときには予算決算及び会計令上で示され

た10日間は公告しなければいけないという
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 それで、入札説明会から入札の実施までが

14日ということは２週間しかなく、このよう

な条件の中で対応できる企業があるのかな

という疑問があります。 

もう一つ、資料に入札・契約手続審査委員

会のチェックリストがありまして、この中で

３番の「公告内容、期間及び方法」について

のチェックの③番で、「公告期間について、

可能な限り延長しているか」ということで、

ここのところに皆さん丸をつけていらっし

ゃるんです。皆様の感覚だと丸だったのかな

ということですが、私なんかが見ると、たっ

た２週間でここまで仕上げるのかなと感じ

ます。そうすると、限られた企業しか入札で

きないんじゃないかなというふうに想像し

たりするんですけれども、その辺のご意見は

いかがでしょうか。 

ことで、この時期になった理由も踏まえな

がら、可能な限り10日間をとりましたが、

ご指摘のとおり、タイト過ぎるというのは

重々承知はしております。 

 はい、かしこまりました。現実的な対応と

しては、せざるを得なかったということです

ね。 

 そういうことです。 

物役・競１８ 平成28年度経営改善実践シス

テム改修業務委託事業 

 

 応札をした（株）ＦＳＫという会社なんで

すが、これはもともとこのシステムをつくっ

たときの開発した業者さんなんでしょうか。 

 当初の会社は別会社になります。その後、

現状は（株）ＦＳＫが保守・改修を行って

おります。 

 ということは、開発したところは関係のな

いところですか。 

 別の会社になります。 

 別の会社ということは、この業者さんがほ

かのヒアリングをされたＡ、Ｂ、Ｃ社と比べ

て特に優位ということはなかったというこ

となんですか。 

 そうです。 

 標準的だったということですね。わかりま

した。 

 

 １者応札の原因を知るために、ケースによ

っては、本件みたいにヒアリングを実施され

ている場合と、紙ベースのアンケートをされ

ている場合とあると思うんですけれども、こ

れは何かこういうときにはヒアリングをし

ようとか、こういうときは紙にしようという

 当方の要領で、当初は全てアンケート調

査をするということでしたが、業務の効率

化という観点も踏まえまして、電話等によ

るヒアリングでもよいということで、平成

27年４月に要領を改正して、どちらをもと

に分析するかということは原課の担当者の
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何か基準みたいなものはあるんでしょうか。 ほうの判断に任せています。 

 １者応札事後審査票の「１者応札となった

原因」の中で、①の「経営改善実践システム

の設計内容を精査することが出来ず」という

ことで、そのために「受注者が求めている提

案を行うことが困難である」ということなん

ですが、システムの設計内容がわからないと

入札ができないのか、それともそれがなくて

も入札に応じることはできるのか。その辺に

ついて、このご回答についてはどういうふう

にご覧になっていますか。 

 業者からすれば、システムの仕様書を確

認できないと、見積もりですとか、そうい

った部分が精査できないという形になりま

す。そこの部分がご指摘にあった「設計内

容を精査できず」というので、見積もりの

額等が予算規模などの精査が業者側からす

るとできないという部分があります。そこ

の部分について今後見積もりを出しやすい

ように、業者からシステムの開示が求めら

れれば、誓約書等々を記載いただいて、オ

ープンにするというような対応をしていこ

うと思っております。 

 そうしますと、（株）ＦＳＫはシステムの

設計内容を精査しなくても入札に応じられ

るだけの判断ができるデータを持っていた

ということですか。 

 （株）ＦＳＫは、27年の保守・運用の部

分に携わっておりますので、システム自体

の中身を把握しているという部分がござい

ます。 

 そうすると、今回の入札に関しては、そこ

までちゃんと開示しないと、ほかの業者さん

は入札に応じられなかったんじゃないんで

すか。 

 照会が１者あったんですけれども、実際

の閲覧がなされなかった経緯がございま

す。 

 そうしますと、「閲覧をさせてくれ」と言

えば、できる状況にはあったということでい

いんですか。 

 基本設計書については閲覧が可能であ

り、照会自体も１者あったんですが、実際

の閲覧はなかったという形になっておりま

す。 

物役・競３ 経営所得安定対策情報管理シス

テム改修業務（その２） 

 

 この事業は平成22年から毎年何かの改修

があるわけなんですかね。資料の過去３回の

入札・契約状況を見ると２者のいずれかが契

約しているという感じなんですが、22年から

24年も同じ状況なんでしょうか。 

 22年からですと、このほかにも●●とい

う会社も入ったことがございます。 

 では、何とか公告期間を長くするなどすれ

ば、もう少し業者さんが増えると考えてもよ

ろしいわけですかね。これを見ると、どちら

かがだめだったら１者応札になってしまう

んじゃないかなというふうに思うんですけ

れども、そういうことではないということで

すね。 

 はい、そう思っております。 
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 やはり新規で入るには時間がかかるとい

うのは当然のことだと思いますので、集落へ

の説明会とかシステムが決まるという短い

時間だとは思いますけれども、それをやりく

りして長く期間をとっていただければと思

います。 

 

 今まで一緒に競争していた●●という会

社が抜けてしまっているんですけれども、こ

こからのアンケートの回答というのはどう

いうものだったんですか。 

 今回資料をまとめるに当たって、今まで

２者で今回は１者だということで、改めて

個別に担当の者に聞いたところ、前回まで

応札していたんですけれども、他の手持ち

業務の都合によって履行体制が整わなかっ

たために応札を辞退したとの回答を得てお

ります。 
物役・競２５ 研究成果等｢見える化｣推進事

業委託業務 

 

 「調査結果の集計」の「①参入要件等の見

直しなど」というところで「共同事業体で参

加を検討したが、競争参加資格を有しない者

があった」とあります。先ほどのご説明では、

入札参加資格を「Ａ」から「Ｄ」まで拡大し

ているということだったんですが、先方さん

が書かれているのでご想像いただくしかな

いんですけれども、「Ａ」から「Ｄ」以外に

もあるんでしょうか。それとも何か問題があ

ったんでしょうか。 

 共同事業体で受注する場合につきまして

は、基本的には各構成員全員が競争参加資

格を有するというのが条件になっておりま

す。ただし、共同事業体を組もうとしてい

る中に、有していない者があったというこ

とが考えられます。 

 「Ａ」から「Ｄ」にも漏れるというところ

があるのでしょうか。 

 そもそも競争参加資格の登録をしていな

かったような小さい業者ですとか、システ

ム関係を請け負う業者はいろいろな業者が

ございますので、そういった場合があった

のではないかと考えます。 

 今のお話の続きなんですけれども、例えば

事業を切り分けるという対策をしたときに、

特定の事業について実際にできる者が少な

くて、そういったものを登録していないよう

な零細な会社さんしかできないようなもの

があったりするのかなと考えちゃうんです

けれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

 アンケートの回答をいただいた業者に直

接は聞いていないので、推測での回答にな

りますけれども、短期間でこういった改修

を行う場合には、マンパワーが当然必要に

なりますので、登録している会社のＳＥで

すとか、そういった人員以外にも、下請専

門でやっているような小さな会社にどうし

ても仕事を頼まなければいけない部分があ

るかと思います。そういった会社を含めて

共同事業体でやろうとした場合について
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は、先ほどご説明したとおりの条件に合致

しないという場合があります。 
 抽出案件概要の「一者応札となった原因」

の中で５カ月間でのシステム調達が難しい

と、短過ぎるということですけれども、要す

るに、これはこの回答した業者さんにとって

は難しいというだけの話でよろしいんです

よね。つまり、今回契約相手になった（株）

バイオインパクトは、これについてはクリア

したということでよろしいんですね。 

 はい、そういうことです。 

物役・随９ 平成 28 年度農林水産業・食品

産業科学技術研究推進事業委託事業(緊急対

応研究課題) 

 

 今回はこの履行期間でやむを得なかった

として、今後、例えば大学や何かを視野に入

れるのであれば、多分年度末って入試だとか

何だとかで忙しい時期だと思うので、そのあ

たりの時期的なものをご配慮いただければ

と思います。 

 今回、前年度の10月、11月に話が出てき

てしまったものですから、急遽対応しなけ

ればならなかったということと、その年度

内に行わなくてはならなかったという条件

が重なり、やむを得ない状況だったという

ことです。 

 ご意見は承ります。 

 たまたま今日の別の案件でクロピラリド

が出てきまして、そこは５者応札しているん

です。今回、こちらの案件は１者応札です。

恐らく短期間で高感度分析法を迅速に開発

できる研究機関は絞られてきたということ

で、もう少し時間が長ければ、別にこちらで

なくてもできるわけですか。それとも、この

クロピラリドの実態調査は５者できても、定

量法の開発とか関係性の解明というのは、よ

ほど限られているところしかできないのか、

その辺のイメージがわからないんですけれ

ども、増やすことが可能なのかどうなのかと

いう可能性についてお聞かせください。 

 今回の当方の事業で行ったクロピラリド

の定量法の開発につきましては、この分析

法を広くクロピラリドの検出に使っていた

だくという、いわゆるスタンダードな方法

の開発です。要するに、国がこの方法でク

ロピラリドを検出してくださいという公定

法を開発するものです。例えば普通の分析

会社では、その方法を使って分析するとの

ことですから、分析手法の開発を行うとこ

ろではないかと思います。 

 そうなりますと、そのような手法を開発

できるところが限られてきますので、その

開発された手法で国が分析を行ってくださ

いとお勧めしていくことになります。 

 そうなると、もうここしかできないという

ことですか。 

 他に財団法人などで、実際に食品の分析

を行っているところに、今回どうして応募

できなかったのかとお聞きしたところ、や

はり研究期間が短かったことに加え、当事

業は堆肥中の残留農薬であり、例えば食品

分析を行うところは、食品中の残留農薬に
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ついてはよくやられていると思いますけれ

ども、堆肥中のものとなりますと、サンプ

ルが食品とまた違ってきますので、そうい

うことができるノウハウを持つところが少

なく、そのような結果になったのではない

かと思います。 

 わかりました。ただ、ほかにも可能性とし

てはあるということがわかれば、今後入札が

あるときには、是非そういうところに参加し

ていただけるように情報発信していただけ

ればと思います。 

 はい、わかりました。 

 「定量限界をより低くするための定量法」

とは、そもそもどういうことなんですか。 

 もともとあった検出方法がある一定の濃

度まで検出できる水準のものですけれど

も、植物によってはその水準以下でも被害

が出てしまうものがあります。例えば、今

回ですと、ミニトマトなどでは、この研究

課題を行う前の定量法ではクロピラリドの

検出ができないと判断されても、実際にミ

ニトマトを植えてみたら被害が出てしまう

ということがあります。 
 定量法そのものの意味がよくわからない

んです。 

 今回、開発する定量法は、これまで検出

できていた濃度の限界をさらに下げる分析

法だと思っていただければと思います。 
 そうすると、分析精度を高めるための方法

の開発という言い方ですか。 

 言葉が「定量法」となっていますけれど

も、今回の分析法の開発はそのように思っ

ていただければと思います。 
 ちょっと専門用語過ぎて、意味がよくわか

らなかったんですけれども。 

 含まれている物質の含有量を定めるとい

う形で「定量法」と言っていますが、確か

に専門用語かもしれません。おっしゃると

おりだと思います。 
 そうすると、精度をより高める方法の開発

のための研究内容だと。 

 はい。 

 そうすると、それというのは研究者が研究

機関で、要するに試行錯誤していくというこ

となんですね。 

 そうですね。試行錯誤というか、どこま

で行えば検出できるかを試行錯誤すること

と、このような手法を使ったら誰でもでき

ますよという分析方法の開発ということに

なります。 
 なるほど。その方法を開発するということ

ですね。 

 はい、そうです。 
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