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水道水に係る水質試験の結果は､その安全性を保証する

基礎となるとともに､水道施設の維持管理を適正に行うう

えでも重要である｡ したがって､水質試験により得られた

測定値は正確で信頼性の高いことが絶対条件である｡この

ため水道水質試験を行う検査機関にあっては､採水から分

析に至る全過程における精度管理を実施する必要性がある

ことが､厚生省通知1)により指摘されている｡

北海道は､平成6年9月､水道水質の適正な管理と計画

的な水質検査や精度管理の実施等に係る｢北海道水道水質

管理計画｣を策定した｡この計画を円滑に推進するため､

水道水質基準全項目試験を実施可能な北海道内の水質検査

機関を中心とする｢北海道水道水質管理協議会｣が設立さ

れた｡

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､水道水質基準全項目試験を行っている検査機関

を対象に外部精度管理を実施している｡この日的は､各検

査機関において採用されている分析方法､測定条件､得ら

れた測定値の精度および正確さの実態などを把握すること

により､個々の分析担当者はもとより､参加機関全体の分

析技術の向上を図るとともに､北海道内の水道水質に係る

試験検査結果の信頼性を確保することである｡平成7年度

には揮発性有機化合物2)および重金属類3)について､平成

8年度にはヒ素および陰イオン類について､平成9年度に

は農薬類についての外部精度管理を実施した｡本報告は､

このうち陰イオン類についての結果をまとめたものである｡

方　　　　　法

1.実施方法

本外部精度管理は､当所飲料水衛生科が作成した平成8

年度外部精度管理実施要領に基づき実施された｡すなわち､

参加した各検査機関は､当所から送付された精度管理用統

一試料について実施要領に従って分析を行い､その結果な

どを当所に報告した｡当所は各検査機関からの報告内容を

とりまとめ統計的解析を行ったうえ､全体の結果を北海道

水道水質管理協議会に報告した｡

2.参加検査機関および実施時期

本外部精度管理に参加した検査機関は､道立保健所5､

水道事業者9､水道用水供給事業者3､水道法第20条に基

づく指定検査機関1および当所の計19機関である｡

実施時期は､平成9年2月である｡精度管理用統一試料

は平成9年2月3日に各検査機関に発送され､結果などの

報告期限は同年2月28日とした｡

3.対象項目

対象項目は､フッ素､硝酸性窒素および亜硝酸性窒素､

塩素イオンの3項目である｡これらは､いずれも平成5年

12月の水質基準改正に伴い､それぞれ従来の吸光光度法お

よび滴定法に加えてイオンクロマトグラフ(IC)法が追

加された項目である｡

フッ素､硝酸性窒素および亜硝酸性窒素については､仝

参加機関を対象とした｡後述のように本外部精度管理では

分析方法としてIC法を指定したが､塩素イオンの分析を

滴定法により行っている検査機関が数機関あったため､塩

素イオンについての報告は任意とした｡

4.精度管理用統一試料および設定濃度

各検査機関に送付した統一試料は､ 7種の陰イオンの混

合水溶液250mlであり､これをそのまま分析試料とする

よう指示した.｡溶液中の対象陰イオンの濃度は､フッ素

0.12mg/l､硝酸性窒素および亜硝酸性窒素1.052mg/l､

塩素イオン1.30mg/lとした｡統一試料調製時の各窒素成

分の濃度は､硝酸性窒素0.836 mg/l､亜硝酸性窒素0.216



mg/lである｡

対象項目である4種の陰イオン以外に硫酸イオンほか3

種の陰イオンを添加したが､これは､ IC法における各ピ

ークの同定･識別が適切に行われているかを確認するため

である｡統一試料の調製は関東化学㈱に依頼し､各成

分の濃度は同社により保証されている｡

5.分析方法､測定回数および結果の報告

平成8年11月29日に開催された北海道水道水質管理協議

会において､塩素イオンを除く陰イオンについては参加し

た全検査機関でIC法により分析を行っていることを確認

したため､分析方法はIC法とし､各検査機関において日

常採用している手順により分析を行うこととした｡

測定は5回の併行測定とした｡統一試料から5個の分析

試料を分取して､それぞれについて前処理･測定を行うよ

う指定した｡

5回の併行測定により得られた測定値および平均値､分

析フローシート､機器の測定条件などを､所定の様式によ

り報告するよう指定した｡

結果および考察

本外部精度管理では､塩素イオンについての報告を任意

としたが､参加検査機関19のうち17機関から報告があった｡

したがって､全データ数は塩素イオンについては85､その

他の2項目についてはそれぞれ95である｡

各検査機関から報告された3項目の5回併行測定値の平

均値､変動係数および回収率を､表1にそれぞれ示す｡各

検査機関の平均値について各項目ごとにGrubbsの方法4)

により異常値の棄却検定(有意水準5%)を行った｡　その

結果､フッ素で1検査機関の測定値が異常値として棄却さ

れたが､それ以外の2項目では棄却される測定値はなかっ

た｡表中の棄却された値には*印を付し､ ( )内には棄

却された値を除外した場合の全体の平均値､変動係数およ

び回収率を示す｡

1.変動係数

厚生省通知5)では､今回対象とした3項目の水質試験に

あたってはいずれも変動係数で10%以内の精度を確保する

こととされている｡各検査機関の5回併行測定値から算出

された検査機関内変動係数は､フッ素で1検査機関のみが

10%を超えていたが､他の2項目については10%を超える

検査機関はなかった｡フッ素については検査機関内変動係

数のばらつきがやや大きかったが､硝酸性窒素および亜硝

酸性窒素については19検査機関中18機関で検査機関内変動

係数が2.5%以内であり､また塩素イオンでは報告のあっ

た17検査機関のすべてが2%以内であった1､したがって､

各検査機関内でのこれらの陰イオン類の分析精度は､ほぼ

良好に保持されていることがわかった｡

一方､各検査機関の5回併行測定の平均値から算出した

検査機関問変動係数は､フッ素で11.75%であったが､他

の2項目についてはいずれも5%前後であった､フッ素に

ついても､異常値として棄却された値を除外した場合には､

検査機関聞変動係数は10%以内となった｡　これまでに行っ

た揮発性有機化合物2)および重金属類3)に関する外部精度

管理の結果では､検査機開間変動係数は10%を大きく超え

る例が多く､それらの項目と比べ陰イオン類の分析に関し

ては各検査機開閉の測定値のばらつきはかなり小さいこと

がわかった｡

2.回収率

本外部精度管理では､回収率についての評価基準を0.9

～1.1とした｡各検査機関の5回併行測定の平均値から算

出したそれぞれの回収率の分布を表2に示す

フッ素については､回収率が評価基準内にある検査機関

の割合は68.4%､棄却値を除外した場合でも72.2%と他の

2項目と比べてやや低めであった｡また､回収率が0.9未

満および1.1を超える検査機関の割合は､それぞれ16.7お

よび1.1% (棄却値を除外した場合)であった｡

硝酸性窒素および亜硝酸性窒素については､回収率が評

価基準内にある検査機関の割合は　5.5%と対象とした3項

日中で最も高かった,回収率が0.95未満の検査機閲はなく､

1.1を超える検査機関が10.5%と回収率がやや高くなる傾

向が認められるものの､全体としては良好な結果であった｡

塩素イオンについても､回収率が評価基準内にある検査

機関の割合は88.2%と高く､硝酸性窒素および亜硝酸性窒

素と同様に回収率がやや高くなる傾向が認められるものの､

全体としては良好な結果であった｡

3.フッ素の分析における誤差の要因

3種の対象項目のうち､フッ素の検査機開閉変動係数が

他の2項目と比べて大きく､また回収率が評価基準内とな

る検査機閲の割合が小さかったことから､特にフッ素につ

いて分析誤差の要因を検討した｡

本外部精度管理において､陰イオン類の分析はIC法に

より行われたが､この方法はろ過以外の前処理をほとんど

必要としないため､それによる汚染などは考えにくい､参

加検査機閲を､前処理なしに分析した6機関､ろ過処理の

みの11機関､ウォーターディップ解消のため少崖の濃厚溶

離液を添加した2機関の3群に分け､異なる前処理法によ

り得られたフッ素の測定値の間で精度に差があるかどうか

をF検定(有意水準5%)により調べたが､各前処理法間

での有意差は認められなかった｡

各検査機関では3社のICが使用されており､ D社製が

12機関､ Y社製が6機関､ S社製が1機関であった｡また､



表1　各検査機関の測定結果一覧

表2　各検査機関の回収率の分布



各検査機関により使用されたICには3種の方式の機種が

あり､サプレッサを備えていない機種が2検査機関､ケミ

カルサプレッサを備えた機種が4検査機関､電気分解式サ

プレッサを備えた機種が13検査機関で使用されていた｡複

数の検査機関で使用されたD社およびY社製の2社の装

置により得られたフッ素の測定値の間で､またサプレッサ

の有無など方式の異なるICにより得られた測定値の間で

それぞれ精度に差があるかどうかを調べた｡各群ごとにそ

れぞれF検定(有意水準5%)を行ったが､いずれも有

意差は認められず､装置のメーカーおよびICの方式によ

る分析精度の差はないことがわかった｡

陰イオン類の定量は､すべての参加検査機関で絶対検量

線法により行われており､検量線作成用の標準溶液として

7検査機関が市販のW社製を､ 9検査機関がK社製を､

2検査機関が自家調製溶液を使用していた｡これらの異な

る標準溶液を使用して得られたフッ素の測定値の間で精度

に差があるかどうかをF検定(有意水準5%)により調

べたが､各標準溶液間での有意差は認められなかった｡

図1　フッ素の定量における検量線濃度の違いによる測定値のばらつき

本外部精度管理における分析試料中のフッ素濃度は0.12

mg/lとしたが､検量線作成など測定時の参考として0.05

～0.5mg/lの範囲内にあることを実施要領に明記した｡

一般に検量線法により定量分析を行う場合には､目的成分

濃度は検量線の標準物質濃度の範囲内にあることが望まし

い｡各検査機関から報告された検量線作成時のフッ素濃度

範囲は､機関ごとにそれぞれ異なっており､濃度0の点を

除く最低フッ素濃度は検査機関により0.02から1 mg/lま

での差があり､検量線点数も1～7点とまちまちであった｡

そこで､検量線の最低フッ素濃度が0.12mg/lよりも高い

7検査機関と､それよりも低い12検査機関とに分け､それ

ぞれ得られた測定値の間に精度の差があるかをF検定

(有意水準0.05%)により調べた｡その結果､両者の間に

は有意差が認められ､分析精度に差があることがわかった｡

両群の検査機閲により得られた測定値のばらつきと平均値

を図1に示す｡図中には､各測定値の分布を把握する目安

として 99.7%の確率で真の値が存在すると考えられる信頼

区間μo±3σ√n (μo: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

区間は広くなる｡検量線の最低フッ素濃度が0.12mg/lよ

りも高い検査機関により得られた平均値の検査機開聞変動

係数は16.38%であるのに対し､最低フッ素濃度が0.12

mg/lよりも低い検査機関のそれは5.31%と大きな差があ

った｡また､検査機関内変動係数の平均は前者が5.19%､

後者が2.96%であった｡これらのことからフッ素の分析に

おける誤差の要因のひとつとして､不適切な濃度範岡の検

量線作成が考えられた｡

硝酸性窒素および亜硝酸性窒素､塩素イオンの分析につ

いても､フッ素の場合と同様のことが想定されるが､今回

は分析試料中のこれら2項目の設定濃度が比較的高かった

ため､検量線の最低濃度がそれを上回る検査機関はほとん

どなかった｡

今後､北海道内の検査機開聞において､検量線の作成方

法などについてある程度の統一化を図り､さらに精度の向

上に努める必要がある｡



要　　　　　約

北海道内で水道水質基準全項目試験を実施している19検

査機関を対象として､フッ素､硝酸性窒素および亜硝酸性

窒素､塩素イオンの陰イオン類についての外部精度管理を

行った｡各検査機関内での測定値のばらつきは非常に小さ

く､精度のよい分析が行われていた｡検査機関内でのばら

つきと比べ､検査機開間での測定値のばらつきはやや大き

いが､異常値を棄却した場合の検査機関間変動係数は各項

目とも10%以内であり､全体として良好な分析精度が確保

されていた｡検査機関内変動係数や測定値のばらつきが他

の2項目と比べてやや大きかったフッ素について誤差要因

の検討を行ったところ､検量線作成時の不適切なフッ素濃

度範囲設定に原因がある可能性が示唆された｡

文　　　　　献

1)厚生省生活衛生局水道環境部長通知: ｢水道法の施行

について｣等の一部改正について,平成4年12月21日,

衛水第265号(1992)

2)上田祥久他:道衛研所報, 46, 51 (1996)

3)鈴木智宏他:道衛研所報, 47, 60 (1997)

4) JIS Z8402,分析･試験の許容差通則(1991)

5)厚生省生活衛生局水道環境部長通知:水道水質に関す

る基準の制定について,平成4年12月21日,衛水第

264号(1992)

英　文　要　約

The round robin test for determination of anionic

components, fluoride, nitrate - and nitrite - nitrogen

and chloride, was carried out among the 19 labor-

atorles whicll al-e engaged in the water analysis

based on the drinking water quality standards in

Hokkaido. The reproducibility within the laboratory

was right enough on the determination of each anion.

The coefficient of Variation among the laboratories

was below10%　showing the satisfactory reproduci-

bility, although one outlier was observed in fluoride

deternlination. It was suggested that the calibration

curves set　in inappropriate concentration range

caused the large dispersion of measurement on

fluoride determination.
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