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1　緒　　　言

2005年，日本では過去に環境中のアスベスト汚染に曝さ
れた大阪のアスベスト製品工場近郊の住民のアスベスト関
連の相次ぐ死亡をきっかけにアスベストに対する公衆衛生
上の懸念が持ち上がった．これまでアスベスト問題は，工
場労働者の問題と認識されてきたが，それ以来，工場地域
に居住する住民を巻き込む社会的な環境問題となった1）．
これによって，政府はアスベスト問題に対処するため，ア
スベストをほかの材料で容易に代替できない場合を除いて
アスベストを使用した製品の生産，輸入，使用及び輸送等
を禁止した．さらに，2008年にはこれまでの法令では代表
的なアスベスト 3種類（クリソタイル，クロシドライト，
アモサイト）がバルク及び環境サンプルの検査対象であっ
たが，これらに加えてトレモライト，アンソフィライト及
びアクチノライトの 3種類も追加された2）．近年，1995年
の兵庫県南部地震のときに指摘されたように 2011年 3月
に発生した東日本大震災で地震及び津波の被災地域での住
民やボランティア，労働者らのアスベスト吸引が強く懸念
されている．
これまで，多種多様なアスベスト分析法が提案され，結
果としてアスベストを含む様々な媒質に応じて 30以上の
分析手法が開発されてきた3）．それらの中で光学顕微鏡を
用いた位相コントラスト顕微鏡法や偏光顕微鏡法が，大気
中，水，建築資材，埃

ほこり

及び土壌等に含まれるアスベスト本
数を決定する標準的な手法として現在用いられている．国

内での建材中及び大気中のアスベスト測定法がそれぞれ定
められている JIS A 1481 : 2006「建材製品中のアスベスト
含有率測定方法」，JIS K 3850-1 : 2006「空気中の繊維状粒
子測定方法」の中では，位相差顕微鏡が定性あるいは定量
分析に用いられている．
しかしながら，それらの分散染色法を含む顕微鏡法で

は，目視によってアスベストを同定するため，人為的誤差
による測定精度の問題や分析に要する長い計測時間の問題
が従前より指摘されてきた．その理由は，それらの光学顕
微鏡でアスベストを精度よく識別または同定する場合，物
質の光学特性の違いによって現れる光の強弱や色の相違を
目視で判断するために高度な知識と経験が不可欠とされ，
その作業は一般には非常に難しい作業となるからであ
る4）．
また，「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」には，

X線回折分析法が用いられ，「空気中の繊維状粒子測定方
法」には，顕微鏡観察での結果の再確認が必要な場合には 

1）分析走査電子顕微鏡法」，2）分析透過電子顕微鏡法」及
び 3）分散染色法による顕微鏡分析の三つの手法が参考法
として用いられる．しかし，それら電子顕微鏡による分析
も，試料作製の手間や顕微鏡法と同じ視野を確保するため
には数十倍の検鏡に要する分析時間が必要であること，ま
た化学組成が類似する場合には識別が困難になることが指
摘されている5）．
近年，アスベスト分析のためのコスト・時間を削減する
ためにオンサイトでの迅速分析を目的として光学顕微鏡法
をベースとした可搬型分析器の開発が進められており，ア
スベストに蛍光染料あるいは蛍光タンパク質を用いて染色
し蛍光顕微鏡で観察する計測技術も開発されている6）7）．ま
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顕微鏡観察下でのアスベスト種類間の同定及びアスベストとほかの建材資材との識別を目的として，5種
類のアスベストと 6種類の建材資材試料に波長 266 nmの紫外レーザー光を照射して発生する波長範囲 350

～650 nmのレーザー誘起蛍光の減衰比を調査し，比較評価した．すべてのアスベスト及び建材試料では，そ
の波長範囲での蛍光の減衰比は一定でなく，波長及び経過時間によって多様に変化することが観測された．
また，アスベストの代替資材として多く使用されているグラスウール等の繊維状試料では，波長360から400 

nmにおいてアスベストと減衰比の顕著な差異が現れた．レーザー照射後 10 nsでの波長範囲 405～407 nm

での蛍光減衰比の比較が，アスベスト種類間の同定及びアスベストと代替建材試料の識別において最適であ
ることが分かった．
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た，電子顕微鏡に関しては，現在のところ機器の可搬性を
考慮するとオンサイトへの適用は難しいと考えられてい
る．
一方，レーザー誘起蛍光分光法（LIFS: laser-induced 

fluorescence spectroscopy）8）は，レーザー照射により発生
する蛍光スペクトルあるいは蛍光寿命を利用して有機ある
いは無機の物質分析の有益なツールとして現在，生物，医
学及び物質，材料科学を始めとする様々な学術産業分野で
広く使用されている．しかし，これまでにアスベストや蛇
紋岩等のケイ酸塩系の鉱物からは，有意な蛍光の発生が確
認されているが，アスベスト分析にはいまだ活用されてい
ない9）10）．著者らは，オンサイト分析に適用可能な現在の
顕微鏡観察に LIFS法を組み込んで染色物質を用いずにア
スベスト自体の自家蛍光でアスベストをほかの物質と簡単
に識別する新規の分析手法の開発に取り組んでいる．
本手法が確立されれば，顕微鏡観察のための試料作製の
煩雑な手間も省けて，かつ蛍光強度の数値を基本とした自
動計測も可能となり，人為的誤差や計測時間の問題も解消
できると期待される．このため，前報においてアスベスト
と代替建材試料のバルク材料でのレーザー誘起蛍光の発生
特性を調査し報告してきた11）12）．その結果，それら物質間
の特性に有意な相違が観測されたため，その特性の違いを
利用した分析手法を考案した．その中で，顕微鏡観察によ
る有望な分析手法として，レーザー誘起蛍光の二つの離れ
た波長間の蛍光強度比，蛍光寿命，及び顕微鏡観察下での
単位面積当たりの蛍光量比の相違を用いる方法を提案して
きた．さらに，それらの特性の差異を利用した顕微鏡での
実証試験を実施した結果，アスベストのクリソタイル粒子
と代替建築資材のグラスウール粒子を用いた蛍光の減衰比
と蛍光量比の計測試験により，バルク試料での蛍光特性の
結果が顕微鏡観測下でも実際に同様な特性として現れるこ
とを確認した13）．これによって，LIFS法がアスベストを数
値で識別できる有効な手法であることを示してきた．

しかしながら，蛍光量あるいは蛍光強度を識別の基本と
する場合には，計測する蛍光強度は波長によって変化する
ため，使用するミラー，フィルター，及びレンズ等の光学
素子，あるいは使用する光検出器である計測器の波長の感
度依存性等の装置関数に蛍光量あるいは蛍光強度が大きく
影響を受ける．このため，使用する計測システムによりそ
れらの細かな補正が必要になり，計測精度の低下の要因と
もなる．
それら装置関数の影響を全く受けない方法として，蛍光
寿命を基本とする蛍光の減衰比を用いれば，使用する計測
システムの波長の感度依存性等に影響を受けず精度良くよ
り簡単に識別できると考えられる．前報での蛍光寿命によ
る識別例では，クリソタイル，クロシドライト，及びアモ
サイトの 3種類のアスベストを用いた単一波長（432 nm）
のみでのあるいは波長 350～700 nmの全体の蛍光の減衰
比による識別法を示してきたが，細かな波長ごとの減衰比
は調査しなかった11）．蛍光の減衰比を詳細に波長ごとに調
査すれば，ある単一波長領域でさらに精度よくアスベスト
種類間の同定や代替建築資材との識別が可能となる測定条
件を見いだすことが期待できる．
このため，5種類（クリソタイル，クロシドライト，ア

モサイト，トレモライト，及びアンソフィライト）のアス
ベスト，及び代替建築資材であるグラスウール，ロック
ウール，ロックファイバー，タルク，石膏，セメントのバ
ルク試料からの波長範囲 350～650 nmの単一波長ごとの
レーザー誘起蛍光の減衰比を詳細に調査した．本報では，
LIFS法による自家蛍光の減衰比のみでアスベスト種類間
の同定と代替建材試料とが容易に識別できる蛍光の測定条
件について報告する．

2　実　　　験

2・1　装　置
Fig. 1に使用した蛍光スペクトルの計測装置の概念図を

示す．その装置は，主に（a）レーザー装置，（b）分光器，
（c）I.I.CCDカメラ，（d）パーソナルコンピュータ，及び
（e）遅延パルス発生器で構成される．（a）レーザー装置は，
Qスイッチ Nd : YAGレーザー（Polaris III: ニューウェーブ
リサーチ製）を用い，波長 266 nmのレーザーパルス［出
力～3 mJ，パルス幅～4 ns（半値全幅），レーザー径～
3 mm f］を繰り返し数 10 Hzで発振する．（b）分光器に
は，光検出器に高速ゲート露出機能付の（c）I.I.CCD

（Andor製）カメラを装備したマルチチャンネル分光器（分
光計器製 K2001型）を用いた．（c）I.I.CCDカメラは，（d）
パーソナルコンピュータで計測制御される．（f）レーザー
パルスと分光器の I.I.CCDカメラのゲートの同期は，（e）
遅延パルス発生器によって制御される．（f）レーザーパル
スは，サンプルに顕著な温度上昇を伴わないように出力
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Fig. 1    Experimental setup for time-resolved 
fluorescence measurements



（～1 mJ）を調整して（g）サンプル表面に 45度の角度で
入射される．その表面から発生した（h）レーザー誘起蛍
光は（i）サンプルホルダーに設置されたサンプル表面近傍
の（ j）ファイバーを通して（b）分光器に導入される．こ
のとき，照射レーザー光のノイズ成分を除去するために
（k）ラインフィルターが使用され，またファイバーの入射
口にはサンプル表面からのレーザー散乱光を除外するため
にカットオフ波長 363.8 nmの（l）ローパス光学フィル
ター（Edge Filter）が使用された．

Fig. 2（a）に照射するレーザーパルス，発生する蛍光，
及び検出器の露出ゲートの時間シーケンスを示す．レー
ザー照射によって発生するレーザー誘起蛍光は分光器に
よって波長分解され，波長 350～650 nmの蛍光スペクト
ルが光検出器（ゲート時間幅（tg）: 5 ns）によって 100回

加算平均して計測される．蛍光スペクトルの各波長での蛍
光減衰比は，レーザー照射直後からの光検出器のゲート露
出開始時間までの経過（遅延）時間 tdを順次遅延（0，5，
10，20，30 ns）して計測し，レーザー照射後（td＝0 ns）
の蛍光スペクトル強度を基準値 1として，それに対する蛍
光スペクトルの各波長での蛍光強度の減衰比から求めた．
レーザー誘起による蛍光の発生過程の概略を Fig. 2（b）
に示す14）．まず，レーザー光の吸収により母材に含まれる
発光の基となる不純物元素の電子は図のように基底準位か
ら励起準位に遷移する．この後，内部変換，振動失活等を
経てエネルギーの低い準位に遷移した後，基底状態に戻る
過程で蛍光を放出する．実際に準位は複数に存在するた
め，鉱物等の蛍光は長い波長範囲にわたって発生する．ア
スベスト類の光励起による蛍光発生までの詳細な遷移過程
はいまだ調査されていないが，一般に蛍光を発する鉱物中
では電荷移動による吸収が紫外域にあるために紫外光を吸
収して可視域の蛍光を発生させること，及び発光の原因が
イオンであるものは，その 3dや 4f電子の遷移によるもの
であることが知られている．また，励起準位の電子が近接
の別（3重項）の励起準位に遷移してから基底準位に戻る
過程で放出する光は，発光の寿命が長くなり燐

りん

光（10－4～
10秒）と呼ばれるが無機物質には少ないとされている15）．

2・2　試　料
Table 1に試験に用いたサンプル及び参考データとして
の化学組成成分表を示す．アスベストのサンプル試料は，
JAWE製（日本作業環境測定協会）の標準試料であるクリ
ソタイル（ JAWE131），クロシドライト（ JAWE331），アモ
サイト（ JAWE231），トレモライト（ JAWE531），及びアン
ソフィライト（ JAWE431）の 5種類を使用した．一方，ア
スベスト代替の繊維状建材試料として市販のグラスウール
（旭ファイバーグラス製），ロックウール（日東紡製）及び
ロックファイバー（日東紡製），そのほか，アスベスト工事
現場に多く使用されている建材資材である非繊維状試料と
して粉状のタルク（日本特殊塗料製），石膏（東京サンホー
ム製）及びセメント（太平洋セメント製）の計 6種類を用
いた．これらの試料は，すべてサンプルホルダー（直径 : 

12 mm f，深さ : 4 mm）に圧縮（～5 MPa cm－2）して封
入して試験に使用した．

3　結　　　果

3・1　アスベストの蛍光減衰比
Fig. 3～7にアスベスト 5種類（クリソタイル，クロシド
ライト，アモサイト，トレモライト，及びアンソフィライ
ト）のレーザー照射後の経過時間 t d＝5～30 nsでの波長
350～650 nmの蛍光減衰比の波長依存性をそれぞれ示す．
これら五つのグラフより，蛍光減衰比の波長依存性は波長

 
(a) Laser pulse(— 4 ns (FWHM))

     

 (b) Laser-induced fluorescence (350 — 650 nm)
      

       

   (c) Gate exposure time tg 
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5 ns (exposure time) 
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Fig. 2    (a) Timing of the laser pulse, laser-induced 
fluorescence, and gate exposure time for measuring 
the time-resolved fluorescence.    (b) Schematic 
energy level diagram for laser-induced fluorescence.
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と経過時間に大きく依存し，アスベストの種類ごとに異な
る特性を示すことが分かった．この中で，クリソタイルと
アンソフィライトの減衰比の波長依存性は類似しており，
またそのほかのクロシドライト，アモサイト，及びトレモ
ライトのものは相互に似通っていた．クリソタイルとアン
ソフィライトの減衰比は，各経過時間で波長に対してそれ
ら以外と比較すると一様であるのに対して，クロシドライ
ト，アモサイト，及びトレモライトのものは tdが 10～

20 ns以上で蛍光波長が長くなるほど蛍光減衰比が相対的
に小さくなる，蛍光が速く減衰する特性を示した．

tdが 5 nsの場合の各アスベストの波長 350～650 nmの
減衰比は，クリソタイルが 0.5～0.8，クロシドライトが 0.4

～0.5，アモサイトが 0.3～0.7，トレモライトが 0.4～0.6，
及びアンソフィライトが 0.6～0.9の間に推移し，互いに近
接していることが分かる．クリソタイルとアンソフィライ
トの蛍光減衰比の範囲は，クロシドライトのものと波長
350～650 nmの領域で明確に分離していた．
各アスベストの波長 350～650 nmにおける t dが 10～

30 nsの間での蛍光の減衰の度合いを比較すると，各アス
ベストとも tdが 10 nsから 20 nsの場合のほうが 20 nsか
ら 30 nsよりも減衰が速く，蛍光は tdが 10～30 nsと進む
につれて減衰が遅くなることが分かった．これより，前
報11）において報告された波長 432 nmで観測されたアスベ
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Table 1    Chemical compositions of materials used in 
this experiment

Material Chemical composition a)/％

Chrysotile Mg3Si2O5(OH)4: 95％

Crocidolite Na2(Fe2＋
3Fe3＋

2Si8O22(OH)2): 99％

Amosite Mg7Si8O22(OH,F)2: 99％

Tremolite Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2: 100％

Anthophyllite Mg7Si8O22(OH)2: 100％

Glass wool SiO2: 55̶72％, CaO: 3̶10％, B2O3: 0̶12％, 
BaO: 0̶6％, TiO: 0̶1％, R2O(Na2O＋K2O): 
10̶20, Al2O3: 1̶7％, MgO: 2̶5％, Fe2O3: 
0̶1％, ZnO: 0̶5％

Rock wool SiO2: 35̶45％, Al2O3: 10̶20％, Fe2O3: 0̶3％, 
MgO: 4̶8％, CaO: 30̶40％, MnO: 0̶1％

Rock fiber SiO2: 43％, Al2O3: 15％, Fe2O3: ＜1％, MgO: 
6％, CaO: 33％, MnO: ＜1％

Talc Mg3Si4O10(OH)2: ̶95％

Plaster CaSO4: ̶98％

Cement 3CaO・SiO2: 54％, 2CaO・SiO2: 21％, 3CaO・
Al2O3: 9％, 4CaO・Al2O3・Fe2O3: 9％, SO3: ̶2％, 
MgO: ̶1.3％

a) Each chemical composition of these materials is reference 
data published by manufacturers of these products.

Fig. 3    Dependence of the decay ratio of chrysotile 
on the wavelength

Fig. 4    Dependence of the decay ratio of crocidolite 
on the wavelength

Fig. 5    Dependence of the decay ratio of amosite on 
the wavelength



スト蛍光の減衰曲線が二つの蛍光寿命成分（速い成分と遅
い成分）からなる特性が，350～650 nmのほぼ波長域全般
にわたってその特性を有することが確認できた．

3・2　建材試料の蛍光減衰率
Fig. 8～10にアスベスト代替繊維状建材試料（グラス
ウール，ロックウール，及びロックファイバー）の 3種類
の波長 350～650 nmでのレーザー照射後の経過時間 td＝
5～30 nsの蛍光減衰比の波長依存性をそれぞれ示す．これ
らのグラフより，3種類の中でグラスウールとロックウー
ルは特性が似ており，ロックファイバーの依存性はそれら
二つのものと異なることが分かる．グラスウールとロック
ウールは，波長に対する減衰比の変化がロックファイバー
よりも大きく，波長 500 nm付近を境に 500 nm以下の蛍
光は波長 500 nm以上よりも減衰が遅かった．対照的に，

ロックファイバーは波長 500 nm以下のものが 500 nm以
上よりも減衰が速く，かつグラスウールとロックウールの
ものと比べると波長 350～650 nmの領域で全体的に蛍光
の減衰が遅かった．
これらの波長依存性をアスベストのものと比較すると，
各アスベストとの間に顕著な差があることが分かる．ま
ず，大きな違いとして繊維状試料のグラスウール，ロック
ウール，及びロックファイバーの波長 400 nm以下の減衰
比はアスベストのものよりも各経過時間で高い値を示し
た．td＝5 nsでは，減衰比が 1を超えるところが観測され
た．グラスウールでは波長 355～410 nm，ロックウールで
は約 360～370 nm，ロックファイバーでは 400 nm以下で
減衰比 1を超えた．これは，アスベストと繊維状試料のそ
の波長領域での蛍光の発生過程に差異があるためと推測さ
れる．つまり，繊維状試料の場合，Fig. 2（b）に示す励起

Fig. 6    Dependence of the decay ratio of tremolite 
on the wavelength

Fig. 7    Dependence of  the decay rat io of 
anthophyllite on the wavelength

Fig. 8    Dependence of the decay ratio of glass wool 
on the wavelength

Fig. 9    Dependence of the decay ratio of rock wool 
on the wavelength
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準位から内部変換，振動失活等を経てエネルギーの低い準
位に遷移するまでの時間が長いためにレーザー照射直後よ
りも遅れて強い蛍光が発生されるものと考えられる．この
ため，その波長領域のアスベスト代替繊維状試料からの蛍
光の減衰はアスベストのものよりも遅くなり，結果として
アスベストのものよりも大きな減衰比を示すものと推察さ
れる．アスベストとグラスウール等のアスベスト代替繊維
状試料間には，このように大きな差異があるのでこの波長
領域での蛍光の減衰比を比較すれば，同じ繊維状のもので
もアスベストであるか否かは顕微鏡観察下で容易に識別で
きると考えられる．
次に，代表的な非繊維状建材試料としてのタルク，石膏，
及びセメントの 3種類の波長 350～650 nmでのレーザー
照射後の経過時間 td＝5～30 nsでの蛍光の減衰比をそれ
ぞれ Fig. 11～13に示す．アスベストやグラスウールなど

の繊維状試料と比較すると，石膏の波長 400 nm以下を除
き波長領域全体にわたってほぼ一様な減衰比で，波長によ
る依存性が小さい傾向を示した．これらの結果から，タル
ク，石膏，及びセメントの蛍光の波長依存性は，繊維状試
料よりはアスベストのものに似通っていることが分かった．

4　考　　　察

4・1　最適な測定条件
上記のアスベスト及び建材試料の蛍光減衰比の波長依存
性を見ると各経過時間での減衰比は，それぞれ波長に対し
て大きく変化するものもあれば，変化が小さいものがあ
る．また，アスベスト種類間及びアスベストと建材試料で
蛍光減衰比がほとんど同一になる測定条件（蛍光波長，経
過時間）もある．測定誤差を考慮してもある波長領域及び
ある経過時間でほかの試料の減衰比と大きな差を持つ場合
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Fig. 10    Dependence of the decay ratio of rock fiber 
on the wavelength

Fig. 11    Dependence of the decay ratio of talc on the 
wavelength

Fig. 12    Dependence of the decay ratio of plaster on 
the wavelength

Fig. 13    Dependence of the decay ratio of cement on 
the wavelength



には，その減衰比の数値によって試料の個別の同定は可能
である．
しかし，蛍光減衰比による数値識別法を顕微鏡に適用す
る場合，蛍光を波長別に選択して画像計測する必要があ
り，その場合にはレンズ系に単一波長域の光を通すライン
フィルターが使用される．このとき，一つの波長域及び一
つの経過時間での蛍光減衰比でアスベスト種類間及びアス
ベストの建材試料の識別が同時に可能な測定条件があれ
ば，測定時間の大幅な短縮が期待できる．もし，アスベス
ト種類間及びアスベストの建材試料の識別に異なる測定波
長域，経過時間が複数必要となればフィルターの交換，経
過時間の再設定等により計測が煩雑となり，それに伴い測
定時間も長くなり非効率となる．
したがって，本手法を効率的かつ効果的にアスベスト分
析に適用するには，一回の顕微鏡測定での蛍光減衰比でア
スベスト種類の同定，ほかの試料との識別が同時に達成で
きる最適な測定条件が必要となる．

4・2　アスベスト種類の同定及び識別の測定条件
今回の蛍光減衰比の測定結果から，測定誤差を考慮して
ある単一の波長領域での蛍光減衰比でこれらアスベストと
それ以外の試料を明確に識別できる測定条件を評価した．
その結果，Fig. 14に示すように経過時間 td＝10 ns，波長
範囲 400～423 nmでは，蛍光減衰比の値にアスベストと
そのほかの建材試料間で比較的大きな差が現れること分
かった．ちなみに，波長 400 nmでは，減衰比が低い順か
らアスベスト類，非繊維状料，試繊維状試料と試料の種類
ごとに減衰比の占める範囲が分離した．グラフ中の蛍光減
衰比 0.17を境に，アスベストの減衰比はそれよりも小さい
値を示し，反対に建材試料は高い値を示した．この減衰比

（0.17）を基準にしてこの波長領域での蛍光減衰比を測定
すれば，アスベストか建材試料かを容易に判定することが
できる．測定誤差を考慮して評価すると，±10％ 程度の
測定誤差でも波長範囲 410～420 nmの減衰比であればア
スベストと建材試料を識別できることが分かった．
また，400～423 nmの波長間の減衰比でほかの建材試
料と区別してアスベスト種類間の同定を行う場合には，測
定誤差が小さい場合（＜±3％）には 400～412 nm，ある
いは 420～423 nmの波長領域の減衰比が適用できる．さ
らに測定誤差が大きい（～±8％）場合には，波長領域は
405～407 nmに限定された．これより，測定誤差を考慮す
ると，蛍光減衰比からアスベスト種類を確実に同定，また
は識別するためには，経過時間 td＝10 ns，波長領域 405～
407 nmが最も適する測定条件であることが分かった．
一方，ほかの経過時間 td＝20，30 nsでは，アスベスト

種類間及びアスベストと建材試料との間の減衰比が相互に
近接するため測定誤差を考慮すると識別が困難となり，
Fig. 14に示すような単一の波長域でアスベスト種類間の
同定及び建材試料との識別が可能な波長域は見当たらな
かった．
前報10）では，アスベストの 3種類（クリソタイル，クロ

シドライト，アモサイト）と今回と同じ建材試料 6種類の
波長 432 nmでの蛍光減衰比を比較し，経過時間 35 nsと
65 nsあるいは 15 ns等の複数の測定条件（経過時間）での
減衰比を用いれば，アスベストと繊維状建材試料，非繊維
状試料との識別が測定誤差±10％ 以内でそれぞれ可能に
なると報告した．今回，アスベストの 2種類（トレモライ
ト，アンソフィライト）をさらに加えて前報と異なる波長
領域で減衰比を評価した．その結果，波長領域 405～407 

nmで一つの経過時間 t d＝10 nsでの減衰比を比較すれば
測定誤差±8％ 以内でほかの建材試料と区別してアスベ
スト種類を同定できることを示した．今回報告するアスベ
スト識別の測定条件（波長範囲 : 405～407 nm，経過時間 : 

10 ns）のほうが，許容測定誤差は同程度で一つの測定条件
での減衰比のデータでアスベストを同定できるため測定が
容易になり，前報よりも分析に適していると言える．

4・3　アスベストと繊維状試料との識別の測定条件
経過時間 td＝10 nsで顕微鏡観察時に観測される繊維状
粒子のみを分析対象とする場合に，アスベストか繊維状建
材粒子かの識別に有効な波長領域を Fig. 15に示す．この
360～400 nmの波長領域では，アスベストとグラスウー
ル等の繊維状建材粒子は減衰比 0.3を境に明確に分離して
おり，測定誤差が±30％ 以内ならアモサイトとアモサイ
トに近い減衰比をもつロックウールを識別できることが分
かった．
また，この測定条件でグラスウール等の繊維状試料の蛍

Fig. 14    Comparison of the decay ratios between 
asbestos and building materials in the wavelength 
region from 400 to 430 nm at a td of 10 ns
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光減衰比が，アスベストやほかの非繊維状建材試料と異な
る顕著な差異を示す特性は，逆にグラスウールの識別にも
利用できると考えられる．建材試料として用いられるグラ
スウールは人造の鉱物繊維であるが，アスベストと組成あ
るいは形態が類似しているためにその安全性がアスベスト
と同様に近年危惧されている16）．このため，本分析手法が，
将来グラスウールのような人造鉱物繊維にも環境調査が義
務付けられたときの有効な識別法として役立てられる可能
性がある．

5　実用化への課題

アスベスト分析に今回の蛍光減衰比による手法を実際の
顕微鏡での分析に実用化する観点から，本分析手法の今後
の課題と展望について述べる．
まず，今回バルク試料を用いて測定した蛍光減衰比の

データと実際の顕微鏡で測定される粒子からのデータの整
合性の問題点がある．しかし，バルク試料で観測される蛍
光減衰比は，顕微鏡観察下での粒子または繊維粒子でも同
様な値を示すことは前報で既に確認されている13）．このた
め，今回得られたアスベストの同定あるいは識別のための
測定条件は，実際の顕微鏡観察でも十分適用可能であると
考えられる．
そのほかの課題として，まず試料サンプルの産出産地の
問題がある．同じアスベストの種類でも産地が異なると蛍
光減衰特性もアスベストに含まれる不純物の僅かな違いに
より，若干異なることが予想される．これを調べるには，
これまで日本で使用された様々な産地で産出されたアスベ
ストの蛍光スペクトルデータを計測して収集し，産地によ
る蛍光減衰比の相違を確認する必要がある．また，今回の
試験に用いたアスベスト試料は，法令で義務付けられてい

る 6種類の中のアクチノライトを除く 5種類であった．ア
クチノライトの蛍光減衰比の波長依存性のデータが本手法
の実用化には必要不可欠である．
次に，レーザー照射による試料サンプルの蛍光データの
熱の影響の問題がある．一般に蛍光の発生過程は母材の温
度に影響を受けることが知られている．今回は，できるだ
け熱の影響を避けるため試料サンプルが著しい加熱を受け
ないように照射するレーザー出力を調整してほぼ室温に近
い条件で試験を行った．しかし，本分析手法を実用化する
ためには，どの温度で蛍光スペクトル，あるいは蛍光寿命
等のデータが著しく変化し今回得られたアスベスト分析の
ための測定条件が適用できなくなるのかを分析上の指針と
して示す必要がある．このため，アスベストの蛍光特性の
サンプル試料の温度依存性を早急に調査する必要があると
考えている．
最後に，本分析手法の実現には，紫外域波長のパルス
レーザーを用いたレーザー蛍光顕微鏡と高速ゲート機能付
きの I.I.CCDカメラ，及び顕微鏡のレンズに設置する波長
405～407 nmに透過特性を持つラインフィルター一つが
必要になる．この装置でのアスベスト識別は，目視あるい
は肉眼ではなく，I.I.CCDカメラからの画像信号で行う．
I.I.CCDカメラより得られた画像信号から自動的に粒子の
蛍光減衰比の数値を導出できる画像処理ソフトウェアが自
動分析には必要となる．これにより，アスベスト分析の効
率化が図れるであろう．また，早急に本手法の実用化を実
現するには，アスベスト分析現場で従来の顕微鏡による方
法，または X線回析，ほかの手法と識別精度を比較して本
手法の精度を検証するのが近道と考えている．
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Comparative Study on Decay Ratios of Laser-induced Fluorescence between 
Asbestos and Building Materials
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Decay ratios of the laser-induced fluorescence emitted from five types of asbestos (chrysotile, 
crocidolite, amosite, tremolite, and anthophyllite) and six types of building materials (glass 
wool, rock wool, rock fiber, talc, plaster, and cement) in the broad wavelength region from 350 
to 650 nm were investigated by using an ultraviolet laser pulse of 266 nm.    The dependences 
of the decay ratios on the wavelength were compared, and evaluated in an attempt to 
numerically discriminate asbestos from other building materials.    It was observed that the 
decay ratios of each material were not constant over the wavelength region, but varied in the 
wavelength over time.    There were significant differences in the decay ratio between asbestos 
and fibrous building materials in the wavelength region from 360 to 400 nm.    The wavelength 
region of 405̶407 nm was found to be optimum in order to identify types of asbestos and to 
discriminate asbestos from the building materials by comparing the decay ratio at a delay time 
of 10 ns after the incidence of a laser pulse.

Keywords: laser-induced fluorescence; decay ratio; asbestos; identification; microscope.
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