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JIS A 1481-1

2014年発効、2016年改訂の JIS A 1481-1（以下JIS-1）は
ISO22262-1に相当し、実体顕微鏡と偏光顕微鏡を使用する方
法で、1980年代に確立し、国際的に広く使用されている。



JIS -1のフロー

試料調製
（灰化・酸処理・浮遊沈降）

偏光顕微鏡⽤標本の作製

偏光顕微鏡による同定

実体顕微鏡観察
繊維の仮同定

Yes

アスベスト検出

無作為に分取した試料で
標本を６枚作製

アスベスト不検出

偏光顕微鏡による最終確認

試料受取

⾁眼および実体顕微鏡による予備観察

アスベストが微量に存在する可能性
がある、または他の成分で、アスベ
ストの視認が困難

実体顕微鏡による予備観察

繊維検出

No

アスベスト繊維が⼀つで
も存在

Yes

No

アスベスト繊維が⼀つで
も存在

Yes

No

No

Yes



JIS-1の分析

実体顕微鏡観察が重要

「実体顕微鏡観察は極めて重要な
ステップであり、費やす時間もか
なり多いため最高級のものを選択
するメリットが理解される。」英
国HSE「Asbestos Surveyor」



1. 実体顕微鏡観察
・最初の観察

均一性と層の確認
繊維の有無
マトリクスの推定
前処理方法の選択

・前処理後の観察
・偏光顕微鏡用試料の作製

波板スレート表面のクリソタイル セメント板中のクリソタイル

けい酸カルシウム板中のアモサイトとクロシドライト ガスケット中のクリソタイル



1. 実体顕微鏡観察
アモサイト

乾式クロシドライト・アモサイト吹付材
クリソタイル含有湿式RW吹付材

クリソタイル含有乾式RW吹付材 半乾式RW吹付材



1. 実体顕微鏡観察
耐火粘土 岩綿吸音板

実体顕微鏡 ×40 実体顕微鏡 ×40

クリソタイル

クリソタイル



1. 実体顕微鏡観察

層別分析

表⾯紙1

表⾯塗装2

表⾯塗装1 表⾯紙2

⽯膏

表面塗装2層、表面紙2層、石膏層、裏面紙1層

2層⽬ ガラス繊維層1層⽬ 樹脂層

3層⽬ 樹脂層
4層⽬ 裏⾯接着剤

表面塗装石膏ボード 長尺シート

実体顕微鏡 ×10 実体顕微鏡 ×20



2. 前処理

1.灰化 「試料を 485 °Cで約 10 時間 灰化すると,クリソタイル
の光学特性にほとんど影響を及ぼすことなく有機成分を除去する
ことができる。」

2.酸処理 「2 mol/L の塩酸中で試料を約 15 分かくはん(撹拌)
すると,多くのマトリックス成分が除去され,これによってアスベ
ストを同定及び定量化する可能性が向上する。」

3.浮遊沈降

必須ではない。方法もアレンジ可能。



2-1 灰化処理 （450℃で10
時間）

樹脂で吹き固められた蛭石 サイディング

実体顕微鏡 ×10

実体顕微鏡 ×10

実体顕微鏡 ×20

実体顕微鏡 ×20



2-2 酸処理（15分撹拌の後 ろ
過）

湿式吹付け材

実体顕微鏡×40 酸処理後ろ過 ×100 マラカイトグリーンによる染色



2-2 酸処理（スライドガラス
上で）

偏光顕微鏡×100 未処理試料 偏光顕微鏡×100 スライドガラス上で酸処理

実体顕微鏡×40 最下層を削りとった



2-1・2  灰化後 酸処理

ビニル床タイル

実体顕微鏡×40 電気炉で灰化後酸処理を行いろ過

クリソタイル



3. 偏光微鏡観察

建築物石綿含有建材調査者テキスト第3版 巻末

鉱物観察では普及。
複屈折を持つ鉱物や結
晶の観察に適している。



3. 偏光微鏡観察

モード 観察できる特徴
単ニコル 多⾊性（2つの偏光の⾊）
クロスニコル 形態（アスベスティフォームの有無）、

消光⾓（2つの偏光と繊維の⾓度）
クロスニコル+鋭
敏⾊板

形態、伸⻑の符号（2つの偏光の屈折率
の関係）

分散染⾊ 屈折率（2つの偏光の屈折率）形態観察
には不向き

偏光顕微鏡の各モードと観察できる鉱物学的特徴

複数のモードでの観察で総合的に判断。



3. 偏光顕微鏡観察

建築物石綿含有建材調査者テキスト第3版 巻末

単ニコルによる多⾊性観察



クロスニコルによる形態観察

3. 偏光顕微鏡観察



建築物石綿含有建材調査者テキスト第3版 巻末

消光⾓

3. 偏光顕微鏡観察



消光⾓は⽯綿の重要な特徴

多くの鉱物は斜消光

⽯綿は繊維束のため、斜消光の繊維束が無数に集まることで
打ち消し合って擬似的に直消光になる。

3. 偏光顕微鏡観察



建築物石綿含有建材調査者テキスト第3版 巻末

伸⻑の符号（直交ニコル+530nm鋭敏⾊板）

3. 偏光顕微鏡観察



建築物石綿含有建材調査者テキスト第3版 巻末

屈折率（分散染⾊法）
3. 偏光顕微鏡観察



4. 石綿の判定
種類 多⾊性 複屈折 消光⾓ 伸⻑の符号 分散⾊

クリソタイル − 低 直消光 正
1.550の浸液で
⾚紫(‖)
⻘(⊥)

アモサイト − 中 直消光 正
1.680の浸液で
オレンジ(‖)
⻘(⊥)

クロシドライト ⻘(‖)
灰⾊(⊥) 低 直消光

負
（加熱により

正）

1.700の浸液で
⻘⾊(‖)
⻘⾊(⊥)

（‖は⊥より明るい）

トレモライト
アスベスト − 中 直消光、

斜消光 正
1.605の浸液で
⻩⾊(‖)
⻘(⊥)

アクチノライト
アスベスト − 中

直消光
および
斜消光

正
1.630の浸液で
⻩⾊〜⾚紫(‖)

⻘(⊥)

アンソフィライト
アスベスト − 中 直消光 正

1.605の浸液で
⻩⾊(‖)
⻘紫(⊥)

リヒテライト/
ウィンチャイト
アスベスト

− 中
直消光
および
斜消光

正
1.630の浸液で
⾚紫(‖)
⻘(⊥)



5. 石綿不含有（0.1%以下）の決定方法

4.5 検出限界 
検出限界は,調べたある量の試料中に1 本の繊維又は1 繊維束が検
出及び同定されることと定義される。 達成され得る検出限界は,
次の条件によって決まる。 
a) 試料のマトリックスの性質 
b) アスべスト繊維及び束のサイズ 
c) 適切な試料調製及びマトリックス低減の手順の使用 
d) 試料の検査に費やされる全時間 
e) 用いられる分析方法:PLM,SEM 又はTEM 
試料の性質に適合したマトリックス低減手順が用いられた場合,

検出限界は 0.01 %よりかなり小さくなり得る。

JIS A 1481-1    P.9



5. 石綿不含有（0.1%以下）の決定方法

1）試料に合った前処理を行い、各層・各部分から無作為に分取して
偏光顕微鏡観察用試料 3mg/試料を6枚観察する（18mg）。

2）減量率０％のとき、0.01%は1.8μgとなる。
石綿の繊維束 1本 径2μｍ、長さ10μｍ 0.0001μｇ以下

3）18mg中に1.8万本程度で0.1％に相当するため、繊維がないこと
が確認できれば、十分に石綿含有率は0.01％よりも低いということ
ができる。

厚生労働省「アスベスト分析マニュアル【1.11版】
「3.4. 不検出確定の手順」参照



6. 建材の種類ごとの分析方法

建材 例 前処理 ポイント
吹付け材 吹付け岩綿 酸処理

セメント系建材
スレート、サイ
ディング 酸処理

セルロース含む
ケイカル板、岩綿
吸⾳板 灰化

床材
タイル、タイルの
接着剤 加熱

ホットプレート（150℃程度）で
加熱

ひる⽯含む 吹付けひる⽯ 浮遊 実体顕微鏡による選別

塗材 吹付けリシン
灰化、酸
処理 層別分析

ウォラストナイト
含む

ケイカル板、
ビニル床タイル 伸⻑符号の転換

セピオライト含む
ガスケット、
湿式吹付け

屈折率で識別、マラカイトグ
リーン法？



ホットプレート（150℃程度）で加熱

実体顕微鏡 ×20

偏光顕微鏡×100

クリソタイル

分散観察 ×100 （RI:1.550）



ウォラストナイト（伸長の符号の転換）

偏光顕微鏡 400倍 クロスニコル＋530nm鋭敏色板



ウォラストナイト（伸長の符号の転換）

ウォラストナイト

実体顕微鏡 ×40

実体顕微鏡 ×40
偏光顕微鏡 ×100



７ 分析の実例



クリソタイル

耐⽕粘⼟（灰化処理450℃ 10時間、実体顕微鏡による観察）

実体顕微鏡 ×20 未処理

分散観察 ×100(RI:1.550）偏光顕微鏡 ×100

実体顕微鏡 ×40 450℃で10時間灰化後



綿布貼ロックウール保温板（実体顕微鏡による観察）

実体顕微鏡 ×10

偏光顕微鏡 ×100

クリソタイル

クリソタイル

実体顕微鏡 ×20

偏光顕微鏡 ×100



アスファルト防⽔（スライドガラス上で浸液に溶かす） 劈開アクチノライト

偏光顕微鏡 ×100 対角位

偏光顕微鏡 ×100

分散観察 ×100（RI:1.630） 消光位での分散色



1層⽬

1層⽬
ｸﾘｿﾀｲﾙ含有

2層⽬
ｸﾘｿﾀｲﾙ含有

クリソタイル

⽯膏ボードの塗装下パテにクリソタイル（層別分析、ホットプレートで加熱）

実体顕微鏡 ×20 断面

偏光顕微鏡 ×100 ホットプレートで加熱

実体顕微鏡 ×10 4層目にクリソタイル

1層⽬
ｸﾘｿﾀｲﾙ含有

2層⽬
ｸﾘｿﾀｲﾙ含有

2層⽬

偏光顕微鏡 ×100



⽯膏ボードの塗装下パテにクリソタイル（層別分析、実体顕微鏡による観察）1

実体顕微鏡 ×40 断面

分散観察 ×100(RI:1.550）偏光顕微鏡 ×100

実体顕微鏡 ×40 4層目にクリソタイル

クリソタイル

1層⽬2層⽬

3層⽬ 4層⽬



クリソタイル

2層⽬ 3層⽬1層⽬ 4層⽬

5層⽬ 躯体ALC

⽯膏ボードの塗装下パテにクリソタイル（層別分析、実体顕微鏡による観察）2

実体顕微鏡 ×40 断面

分散観察 ×100(RI:1.550）偏光顕微鏡 ×100

実体顕微鏡 ×40 4層目にクリソタイル



1層⽬：塗材 2層⽬：下地調整モルタル
（クリソタイル含有）

3層⽬：蛭⽯を多く含む塗材
（ｳｨﾝﾁｬｲﾄ/ﾘﾋﾃﾗｲﾄ含有）

クリソタイル

外部階段段裏仕上塗材にクリソタイルとウィンチャイト/リヒテライト
（層別分析、実体顕微鏡による観察）3

実体顕微鏡 ×20 断面

偏光顕微鏡 ×100 2層目からハンドピック

実体顕微鏡 ×40 3層目にｳｨﾝﾁｬｲﾄ/ﾘﾋﾃﾗｲﾄ

クリソタイル

偏光顕微鏡 ×100 3層目からハンドピック

ウィンチャイト/リヒテライト



⽯膏ボードの塗装下パテにクリソタイル（層別分析）

実体顕微鏡 ×10 断面

分散観察 ×100(RI:1.550）偏光顕微鏡 ×100 2層目

実体顕微鏡 ×20 層別に削り取る



表⾯塗装主材
（ｸﾘｿﾀｲﾙ含有）

古い塗装

古い主材

表⾯塗装
主材

（ｸﾘｿﾀｲﾙ含有）

古い塗装
古い主材

外壁仕上塗材（改修部分）主材にクリソタイル（層別分析、ホットプレートで加熱）

実体顕微鏡 ×40 断面

分散観察 ×100(RI:1.550）偏光顕微鏡 ×100 2層目

実体顕微鏡 ×10 層別に削り取る

クリソタイル



クリソタイル

1層⽬2層⽬

3層⽬
4層⽬

5層⽬
6層⽬

(ｸﾘｿﾀｲﾙ含有)
7層⽬

8層⽬
(ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｱﾓｻｲﾄ含有)

9層⽬

10層⽬
(ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｱﾓｻｲﾄ含有）

外壁仕上塗材10層中の3層にアスベスト（クリソタイル、アモサイト）
（層別分析、実体顕微鏡による観察、ホットプレートで加熱）

実体顕微鏡 ×40 断面

偏光顕微鏡 ×100 6層目 ホットプレートで加熱

実体顕微鏡 ×40 8層目にクリソタイル

偏光顕微鏡 ×100 8層目 無作為採取

クリソタイル アモサイト



8 結論

1. JIS-1は
・建材に応じた前処理法を選択する
・顕微鏡による観察のみでアスベスト含有の有無を判定

する
ことから建材の知識と分析の習熟が要求される。

発がん物質であるアスベスト分析の誤りは
重大な結果を招く恐れがあ

る
2. 分析者の資格要件の確立
3. 分析者の養成と精度管理


