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目　　　　　的

水道水に係わる水質試験の分析値は､水道施設の適正な

維持管理の基礎となるものである｡したがって､水道水質

試験を行う検査機関は､採水から前処理､分析に至る全過

程についての精度管理を行う必要がある｡そこで､北海道

では水道水質の適正な管理に係る｢北海道水道水質管理計

画｣を策定のうえ､水分析に従事する道内の検査機関にお

けるデータの信頼性の確保､自己の技術の客観的な認識及

び全体的な技術向上を図ることを目的として､｢北海道水道

水質管理協議会｣を設立した｡

同協議会は､平成7年度より当所飲料水衛生科を指導機

関として､道内で水道水質全項目試験を実施している検査

機関を対象に外部精度管理を行っている｡平成7年度は揮

発性有機化合物1)及び重金属について実施した｡本報告

は､このうち重金属に係わる部分の結果をまとめたもので

ある｡

調　査　方　法

検査機関:本外部精度管理に参加した機関は､道立保健所

5機関､水道事業体11機関､水道法第20条に基づく指定検

査機関1機関及び当所の計18機関であり､道内で水道水質

全項目試験を実施しているすべての検査機関を対象とした｡

実施期間は平成8年1月末から2月末までの約1カ月であ

った｡

検査項目及び試料:対象項目は､鉄､亜鉛及び鉛の3種類

の金属である｡これら3種の金属の硝酸酸性混合水溶液

(硝酸:0. 16M)100mlを共通試料として各検査機関に配布し

た｡共通試料の調製は関東化学㈱に依頼し､その濃度につ

いても同社によって保証されている｡配布した共通試料中

の各金属の濃度は､鉄19.4､亜鉛16.6､鉛7.9 mg/lである｡

分析方法:各検査機関には､共通試料を最終的に1000倍に

希釈した水溶液(鉄0.0194､亜鉛0.0166､鉛0.0079nlg/l)

として測定を行うよう指定した｡分析は､特に日時を指定

せず､分析回数は1回で､それぞれ5回ずつの併行測定と

した｡分析方法は上水試験方法2)に準じて行うこととした

が､共通試料の希釈方法は特に限定しなかった｡

分析結果については､ 5回併行測定すべての測定値及び

空試験値の報告を受け､それらの結果について統計学的な

処理を行った｡また､機器の測定条件及び分析手順の詳細

についても報告するように指示した｡

結　　　　　果

本調査では､上水試験方法2)に準じて行うこととしたた

め､鉄では｢フレームレス原子吸光法｣ (9機関)､ ｢ICP発

光法｣ (6機関)及び｢吸光光度法｣ (3機関)が用いられ

ていた｡亜鉛については｢フレームレス原子吸光法｣ (10機

関)､ ｢ICP発光法｣ (6機関)及び｢フレーム原子吸光法｣

(2機関)が用いられ､鉛は｢フレームレス原子吸光法｣ (15

機関)及び｢ICP発光法｣ (3機関)であった｡

各検査機関から報告された測定結果を表1に示す｡各金

属について､ Grubbs3及びpearson & stephens4の方法

(有意水準5%)により異常値の棄却検定を行った｡その結

果,鉄で2機関､亜鉛で2機関､鉛で3機関の測定値の平

均値が棄却された(棄却された値には*印を付し､かっ

こ内に棄却されたデータを省いた場合の分析値の平均値･

検査機関間変動係数･回収率の平均値を示した)｡

異常値棄却後の各金属における5回併行測定値について

分散分析を行ったところ､いずれの金属についても検査機



関間で有意差(有意水準5%)が認められた｡

表1　測定結果一覧

検査機関内での変動係数に関しては､厚生省の通知5)で

は金属類の分析に際してその変動係数を10%以内に確保す

ることとしている｡鉛及び鉄については参加したすべての

検査機関で､また､亜鉛については1機関を除く17機関で

検査機関内変動係数は10%未満であり､ほぼ良好な結果が

得られた｡一方､各検査機関における5回併行測定値の平

均値の変動係数(検査機関間変動係数)は､異常値棄却前

はもちろんのこと棄却後でも鉄は19.9%と非常に大きく､

亜鉛及び鉛は異常値棄却後では､ほぼ10%であった｡

回収率に関しては､評価基準とした0.9～1.1の範囲を外

れた機関は､異常値棄却後でも鉄及び亜鉛は40%弱､また

鉛はほぼ45%程度と高い割合で認められた｡特に亜鉛につ

いては､評価基準0.9～1.1の範囲を外れた機関のほとんど

が回収率1. 1を超えており､他の2金属に比べて実験室内環

境や器具等からの汚染の影響が大きかったと考えられる｡

試験技術の改善及び向上を図るには､測定値の正確さを

確かめるとともに､異常値と考えられる場合には､測定値

に影響を与えた原因を明らかにすることが必要である｡分

析過程の中でも､特に前処理操作は､測定値に影響を与え

る可能性の高い部分である｡水試料中の重金属の測定にお

ける前処理は､主に検体中の測定金属が低濃度の場合や､

共存する有機物及び懸濁物等を分解する場合の酸添加によ

る加熱濃縮操作である｡特に､水道水など一般に目的金属

濃度が低く､また比較的共存物質が少ない試料では､加熱

濃縮処理が行われるが､この過程が汚染の影響を受けやす

い｡

そこで､前処理として加熱濃縮操作を行った場合と行わ

なかった場合における分析精度への影響を統計学的に評価

した｡本調査では､分析過程でなんらかの加熱濃縮操作を

行った機関を､前濃縮操作有りとした｡したがって､通常

の5あるいは10倍等の加熱濃縮操作に加えて､ある体積ま

で加熱濃縮したのち､濃縮前の体積にメスアップするとい

う操作も濃縮操作に含めることとした｡同一金属かつ同一



分析法において濃縮操作を行った機関と行わなかった機関

とに分別した場合､データ数がそれぞれ5個以上と最も多

かった鉛/フレームレス原子吸光法("前濃縮有り" 10機

関､ "前濃縮無し" 5機関)について統計処理を行った｡ま

ず､ pearson & stephensの方法1)により棄却検定(有意

水準5%)を行ったところ､"前濃縮有り"において2機関

の測定値が異常値と認められた｡異常値は､実験環境中か

らの汚染や単なる実験ミス(試料や標準液の調製ミス､装

置上の問題など)が考えられる｡異常値の原因を特定する

ことは困難であるが､これらの異常値は真の値に比べて半

分あるいは2倍近くであったため､なんらかの実験上のミ

スと見なして棄却することとした｡そして､分散分析､有

意水準5 %における検定を行った結果､各検査機関内での

5回併行測定における分析精度及び検査機開聞での分析精

度に関して､目前濃縮有り"と目前濃縮無し日では統計学的

には有意な差は認められなかった｡しかし､これら統計量

の比較から､ "前濃縮有り"の測定値のばらつきは"前濃縮

無し"に比べて大きい傾向が認められた｡この結果を図1

及び表2に示す｡

図1　鉛/フレームス原子吸光法における前濃縮有無による測定値のばらつきと平均値

表2　鉛/フレームレス原子吸光法における平均値に関する前濃縮有無別変動係数及び回収率

図1には鉛/フレームレス原子吸光法に

おける前濃縮の有無による測定値のばらつきと平均値を示

す｡図中には各測定値の分布を把握するための目安として､

99. 7%の確率で真の値が存在すると思われる範囲を表す信

頼区間　μ0±3σ/√n(μ0:平均値､ σ:標準偏差､n:

データ数)を付記した｡測定値のばらつきが大きいほど､信

頼区間の範囲が広くなる｡この場合､ "前濃縮有り"は"前

濃縮無し" に比べて､ばらつきが大きいといえる｡特に､表

2の検査機開聞変動係数において､ "前濃縮有り"と"前濃

縮無し"で顕著な差が現れている｡このことは､鉛/フレ



ームレス原子吸光法に限らず､鉄及び亜鉛や他の分析法に

おいても同一分析法間では､操作上､ "前濃縮有り"の方が

データのばらつきは大きいと考えられる｡したがって､表

1に示した非常に大きい検査機関間変動係数の原因の1つ

として､前濃縮操作が考えられる｡すなわち､各検査機関

における前濃縮操作法の相違､実験室内環境や実験器具等

からの汚染等である｡目的物質が微量であるほど前濃縮操

作は必要不可欠となるため､今後､その統一化及び実験室

内環境や実験器具等からの汚染に充分注意を要する｡

要　　　　　約

北海道内において､水道水質全項目試験を実施している

検査機関(18ヶ所)を対象として重金属類(鉄､亜鉛､鉛)

に関する外部精度管理調査を行った｡その結果､検査機関

内の変動係数に比べ検査機開聞のそれは非常に大きいこと

が認められた｡これらの原因は､前処理における検査機開

聞での操作の相違や実験室内環境や実験器具等からの汚染

が考えられた｡
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英　文　要　約

The round-robin test for determination of heavy met-

als (Fe, Zn, Pb) was carried out among the 18 laborato-

ries which are engagedin the tap water analysis based

on the drinking water quality standards in Hokkaido.

The reproducibility within the laboratory was right

enough on the determination of each metal but the re-

producibility among the laboratories was not. It is sug-

gested that the difference between these reproducibili-

ties was caused by disagreement of the sample prepara-

tion procedure and/or the contamination from surround-

ings in sample preparation.
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