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目　　　　　的

水道水に係る試験検査の結果はその水質の安全性を保証

するとともに､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には

正確で信頼性の高い測定結果が常に要求され､採水から分

析の全過程における精度管理の必要性が厚生省通知1)によ

り指摘されている｡

そこで､北海道は平成6年9月､水道水質の適正な管理

を行うための｢北海道水道水質管理計画｣を策定し､この

計画を円滑に遂行するために水道水質基準全項目試験を実

施可能な道内の水質検査機関が中心となって｢北海道水質

管理協議会｣が設立された｡

同協議会は当衛生研究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

に平成7年度より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と重金属､平成8年度はヒ素および陰

イオン類について実施された｡本報告は平成9年度に実施

された3種類の農薬についての結果を集約したものである｡

方　　　　　法

1.実施方法

本外部精度管理に参加する検査機関に対して､当所は平

成9年度外部精度管理実施要領および精度管理用統一試料

(以下､統一試料という)を送付した｡参加機関は､実施

要領にしたがって統一試料の分析を行い､その結果と分析

方法等を定められた様式により当所に報告した｡当所は参

加機関からの報告内容をとりまとめ解析を行ったうえ､北

海道水道水質管理協議会に報告した｡

2.参加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機関､

水道事業者9機関､水道用水供給事業者3機関､水道法第

20条に基づく指定検査機関1機関および当所の19機関であ

る｡統一試料は平成10年1月下旬に各検査機関に送付し､

分析･報告期限は1カ月間とした｡

3.対象項目

対象とされた項目はシマジン,チオベンカルブおよびイ

プロベンホスの3種類の農薬である｡シマジンはトリアジ

ン系､チオベンカルブはカーバメート系の除草剤であり､

イプロベンホスは有機リン系殺菌剤である｡平成5年の

水質基準改正に伴い､シマジン､チオベンカルブが基準項

目として､イプロベンホスが監視項目として新たに設定さ

れた｡それぞれの基準値は順に0.003, 0.02, 0.008mg/l

である｡監視項目であるイプロベンホスが対象項目として

加えられたのは､この農薬がシマジン､チオベンカルブに

比べて分解性が低く､比較的安定した測定値が得られると

されており､分析技術および分析精度を評価するうえで適

当なものと考えられたからである｡

4.統一試料および分析試料

統一試料はシマジン､チオベンカルブおよびイプロベン

ホスの各残留農薬試験用標準品を純度を補正のうえ精秤し､

アセトン(残留農薬試験用)に溶解後､希釈混合した溶液で

ある｡統一試料の調製は関東化学㈱に依頼し､各成分濃

度は同社によって保証されている｡配付された統一試料の

各成分濃度はシマジン7.7mg/l､チオベンカルブ35mg/l､

イプロベンホス25mg/lである｡実際の測定においては､

統一試料をアセトンで10倍に希釈した後､精製水で更に

1,000倍に希釈した溶液について分析を行うこととした｡

したがって､分析試料中の各農薬の濃度は統一試料の

10,000分の1となる｡さらに､測定における検量線作成な

どのための標準品として､市販の｢農薬13種混合標準液｣



も各検査機関に同時に送付した｡

表1　各検査機関の測定結果

5.分析方法および測定結果の報告

分析方法は厚生省通知2.3)および上水試験方法4)に示され

た方法を基本とし､各検査機閑において日常採用している

方法により分析･測定を行うこととした｡測定は5個の分

析試料(統一試料の10,000倍希釈溶液)を調製し､それぞれ

について測定を行う5回の併行測定とした｡濃縮などの前

処理を要する場合には5個の分析試料のそれぞれについて

前処理･測定を行うように指示した｡また､希釈に使用し

た精製水についても､分析試料と同様の操作･測定を3回

繰り返し行い､ブランク値を求めることとした｡

分析結果報告書には､ 5回の併行測定により得られた分

析値およびその平均値､分析フローシート､測定条件など

の必要事項を該当欄に記載するよう指定した｡

結果および考察

シマジン､チオベンカルブおよびイプロベンホスを含む

農薬類の分析方法として､厚生省通知2.3および上水試験

方法4)では固相抽出→ガスクロマトグラフ法(以下､固相

抽出→GC法)および固相抽出→ガスクロマトグラフ-質

量分析法(以下､固相抽出→GC - MS法)が指定されて

いる｡　固相抽出法は検水を固相カラムに通水し､農薬類を

固相カラムに吸着した後､有機溶媒により溶離･溶出させ

る｡上水試験方法ではさらに､有機溶媒抽出法が加えられ

ている｡

本外部精度管理においては､抽出方法は全検査機関にお

いて固相抽出法が採用され､固相カラムは17機関でポリス

チレン系Sep-pak PS-2カラムが使用されていた｡通水量

は100～1,000mlであったが､ 200ml (5検査機関)と500

ml (10検査機関)通水が多かった｡また､溶出溶媒は厚



生省通知および上水試験方法ではジクロロメタンが標準的

な溶媒とされているが､本外部精度管理においては､ 9機

関でアセトン､ 8機関でジクロロメタン､ 2機関でアセト

ニトリルが使用されていた｡溶出液の分析は高速液体クロ

マトグラフ法(HPLC法) 1機関､ GC法1機関の他は

GC-MS法により行われた｡

3農薬について､各検査機関内の5回の測定値の平均値､

変動係数および回収率ならびに各検査機開聞の結果を表1

に示した｡各検査機関の平均値について､ Grubbsの方法5)

(有意水準5%)により異常値の棄却検定を行った｡その

結果､シマジンで1機関､イプロベンホスで1機関の平均

値が異常値として棄却された｡チオベンカルブについては､

棄却値はなかった｡棄却値には*印を付し､棄却値を除い

た場合のそれぞれの結果を( )内に示した｡

1.変動係数

厚生省通知では､農薬類の検査にあたっては､変動係数

で20%以内の精度を確保することとされている｡本外部

精度管理においては､ 3農薬いずれについても､検査機関

内および機関間の変動係数は20%以内の結果であった｡機

関内変動係数は各農薬について､ 1～2機関が10%以上を

示したのみであり､ 50%以上の検査機関が5%以下の低い

値を示した｡異常値棄却後の各検査機開聞の変動係数は

シマジン､チオベンカルブ､イプロベンホスの間にほとん

ど差がなく､12～14%であった｡

2.回収率

回収率(各検査機関の測定値の平均/真の値)の分布を表

2に示した｡回収率は3農薬とも全体的に低かったが､特

にシマジンでは0.9未満を示した検査機関の割合が50%以

上を占めていた｡回収率の評価基準とされている0.9～1.1

を示した検査機関の割合はシマジン44%､最も高いイプロ

ベンホスでも61%と低かった｡異常値棄却後の全検査機関

の平均回収率はシマジンで0.86､チオベンカルプで0.91､

イプロベンホスで0.96であった｡

表2　検査機関内回収率の分布

表3　内部標準物質使用の有無による分析精度

3.分析精度および回収率に影響を及ぼす要因

本外部精度管理において､ 17検査機関で採用されていた

ポリスチレン系Sep-pak PS-2カラムによる固相抽出→

GC - MS法の分析精度および測定値に影響を及ぼすと考

えられる以下の要因について検討した｡

(1) GC - MS分析における内部標準物質使用の有無

(2)固相抽出における溶出溶媒の種類

(3)分析者の経験年数

(4)使用されたGC - MS分析計の機種

(5)固相カラムへの試料の通水量

各要因について､分析結果をグループ化するとともに､

それぞれについて､分析精度の差をF検定により､母平

均の差および真値との差をt検定により検定した.

以下に､有意差が認められた(1)～(3)の結果について示し

た(4)､ (5)については有意差は認められなかった｡



(1 GC- MS分析における内部標準物質使用の有無

内部標準物質との相対ピーク面積比から濃度を求める内

部標準法(6機関)と測定成分の濃度とピーク面積との相

関から定量する絶対検量線法(13機関)について､異常値棄

却後の結果を表3に示した｡誤差率(%)は(平均値-真

値)/真値×100より算出した｡両方法についてF検定を

行った結果､シマジンについては有意差が見出せなかった

が､チオベンカルブ､イプロベンホスについての機関内変

動係数は､内部標準法が絶対検量線法に比べて有意水準

5%で高い精度を示した｡シマジンは3種類の農薬の中で

最も回収率が低い上に再現性に問題があるといわれており､

その他の要因も加わっているものと考えられる｡

また､チオベンカルブについては､酸化分解を受けやす

いといわれているので､定量分析におけるそれらの影響を

最小限に抑え､安定した測定を行うためには内部標準法､

あるいは測定対象成分の重水素置換体を添加して回収率を

補正する"サロゲート法"が有効と思われる｡

(2)固相抽出における溶出溶媒の種類

固相カラムの溶出溶媒として､ 9検査機関でアセトン､

8機関でジクロロメタン､ 2機関でアセトニトリルが使用

された｡その中のアセトンとジクロロメタンの結果を表4

に示した｡アセトンは親水性のため､農薬吸着後の固相カ

ラムを完全に脱水しなければ回収率が低下するので､厚生

省通知および上水試験方法においては､溶出溶媒はジクロ

ロメタンの方が適しているとされている｡しかし､本外部

精度管理においては､いずれの農薬についてもアセトンを

使用した場合の方がジクロロメタンの結果に比べて回収率

が高く､機関内､機関間の変動係数も低かった｡そこで､

F検定およびt検定を行なった｡その結果､シマジン､チ

オベンカルブの機関内変動係数に有意水準5 %で精度の差

が認められた｡一方､イプロベンホスの機関内変動係数に

有意差はなかった｡また､ t検定ならびに機関間の精度に

ついてはいずれの農薬も有意差はなかった｡

表4　溶出溶媒の違いによる分析精度

(3)分析者の経験年数

分析者の経験年数により､検査機関を3年未満と3年以

上の2つのグループに分けて､比較検討した結果を表5に

示した｡測定値および回収率にはほとんど差がなかったが､

機関間の変動係数に差が認められた｡ F検定の結果では

シマジンの機関内の変動係数に有意差が認められたのみで

あったが､経験年数を積むにつれ､各検査機開聞における

分析者の測定技術レベルに差がなくなるものと思われる｡

表5　経験年数の違いによる分析精度

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(19機関)を対象として､農薬類(シマジン､チオ

ベンカルブ､イプロベンホス)に関する外部精度管理を行

った｡

その結果､検査機関内変動係数が10%を超えた機関は2

機関のみであり､半数以上の機関が5%以下の低い変動係

数を示した｡また､異常値棄却後の検査機開聞変動係数は



3種類の農薬とも12～14%であり､道内の検査機関におい

ては､各検査機関ごとの精度にあまり差のない比較的安定

した測定が行われていることが明らかとなった｡

測定値および分析精度に影響を及ぼすと考えられる要因

について検討した結果､定量方法､溶出溶媒の種類および

分析者の経験年数に関して､一部に有意差が認められた｡

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)厚生省生活衛生局水道環境部長通知: ｢水道水質に関

する基準の判定について｣平成4年12月21日,衛水策

264号1992

3)厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知: ｢水

質基準を補完する項目に係る測定方法について｣平成

5年3月31日,衛水第104号(1993)

4)厚生省生活衛生局水道環境部監修:上水試験方法1993

年版,日本水道協会,東京(1993) p.325

5) JIS Z 8402,分析･試験の許容差通則(1991)

英　文　要　約

The round robin test for determination of three pesti-

Cides: simazine, thiobencarb, lprobenfos was carried out

among the 19 laboratories which are engagedin the tap

water analysis based on the drinking water quality stan-

dardsin Hokkaido. The reproducibility within the labora-

tory was right enough on the determination of each pes-

ticide. The coefficient of variation among the laboratories

on each pesticide analysis was 12 - 14% showing satisfac-

tory reproducibility.

The influential factors on reproducibility and recovery

ratio were examined. It was found that the differences in

quantitative method (with or withoutinternal standard),

solvent for extraction (acetone or dichloromethane) and

carrier of analysts affected the test results.

Keywords : roundrobin test; pesticide ;simazine;

thiobencarb ;iprobenfos ; Hokkaido


