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北海道内の水道水質検査機関を対象とした
水銀に関する外部精度管理について

Round Robin Test for Mercury Determination

on the Tap Water Inspectional Laboratories in Hokkaido

宇野　豊子　　　伊藤八十男

Toyoko Uno and Yasoo Itoh

The round robin test for determination of mercury was carried out among the 22 laboratories which

are engaged in the tap water analysis based on the drinking water quality standards in Hokkaido. The

reproducibility in each laboratory was good enough on the determination of mercury. The recovery

ratio of each laboratory showed slightly high value, and the results of two laboratories were excluded

from data analysis. After the exclusion of two values, the coefficient of variation on mercury among the

laboratories was 9. 40% showing satisfactory reproducibility.

The influential factors on reproducibility and recovery ratio were examined. It was found that the

factors including analytical procedure (with or without pretreatment by acid and oxidant), a variety of

instrument and career of analysts, did not affect the test results.
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目　　　　　的

水道水に係る試験検査の結果は飲料水の安全性を保証す

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.平成4年度には厚生省の｢水道法に基づく水質基

準に関する省令｣が改正されて,測定項目が増加されると

ともに, 一項目に対して複数の分析方法が示された.正確

で信頼性の高い測定結果を出すために,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

された.

北海道においても,平成6年9月｢北海道水道水質管理

計画｣を策定し,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｢北海道水道水質管理協

議会｣を設立し,平成7年度より外部精度管理を実施して

いる.

本道以外の府県においても,種々の項目について外部精

度管理が実施され,各地方衛生研究所等により25件を超え

る報告が出されている.

北海道における外部精度管理は当所飲料水衛生科を指導

機関として,平成7年度には揮発性有機化合物及び重金属,

平成8年度はヒ素及び陰イオン類,平成9年度はGC/MS

法による農薬類,平成10年度はチウラムについて実施され

た.本報告は平成11年度に実施された水銀の結果を集約し

たものである.道外における水銀の外部精度管理として,

4件の報告が見られる2-5)

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11年度外部精度管理実施要領及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

領に従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.

2.参加機関及び実施時期

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12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機関及び当所の22機関である.

統一試料は平成12年1月25日に各検査機関に送付し,分

析.報告期限は同年2月28日とした.

3 ･統一試料及び分析試料

｢統一試料｣は特級塩化水銀(Ⅱ)試薬を正確に計量し,

超純水に溶解した後,その一定量をとり,水銀標準溶液の

安定性を保つために6),臭化カリウム及び硫酸を加えた超

純水でさらに希釈した溶液である. ｢統一試料｣の調製は

関東化学㈱に依頼し,水銀の濃度は同社によって保証され

ている.配布された｢統一試料｣中の水銀濃度ならびに安

定剤として加えた臭化カリウム及び硫酸濃度をTable 1

に示した.
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実際の測定において使用する｢分析試料｣は, ｢統一試料｣

の1,000倍希釈水溶液とした.希釈の方法は特に指定せず,

各検査機関独白の方法により行うこととした.希釈に用い

る精製水は脱イオン水,ミリQ水,蒸留水などでその電気

伝導率が2 μS/cm以下のものを使用するように指定した.

Table 1 Composition of identical Sample

Table 2　Determination Results in Each Laboratory

4.分析方法及び測定結果の報告

分析方法は｢厚生省通知｣7)及び｢上水試験方法｣8)に示

された方法を基本とし,参加機関が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1,000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

析値及びその平均値,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.

結果及び考察

水銀の分析方法は検水中の水銀を還元気化させ, 253. 7 nm

の原子吸光光度を測定する方法が標準的である.水銀の気
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化は塩化第一スズ溶液による還元気化法と磁性ボートなど

に入れた試料を加熱して気化させる加熱気化法があるが,

｢厚生省通知｣7), ｢上水試験方法｣8)では,還元気化-原子

吸光光度法が採用されている.

この方法では,前処理として,検水に硫酸単独,あるい

は硫酸+硝酸酸性において過マンガン酸カリウムなどの酸

化剤を加えて加熱し,水銀及び水銀化合物をすべて第二水

銀イオンに酸化した後,塩化第一スズ溶液を加えて金属水

銀に還元し,気化させる.ただし,水道に係る試料のよう

に有機物汚染の少ない検水では前処理操作を省略し,直接,

硫酸及び塩化第一スズ溶液を加えて,還元気化-原子吸光

分析を行ってもよいとされている.

本外部精度管理では,全ての検査機関において還元気化

-原子吸光光度法による測定が行われていた.参加した22

検査機関中, 10機関が前処理操作を行い,残りの12機関は

前処理無しであった.

各検査機関内における5回併行測定値の平均値,変動係

数及び回収率をTable 2に示した.各検査機関の平均値

についてGrubbs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, 22機関中の最大値と次の

値に相当する2機関の測定値が異常値として棄却された.

棄却値には*印を付し,棄却値を除いた場合の結果をかっ

こ内に示した.

1.変動係数

｢厚生省通知｣7)では,水銀の検査においては,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10%を超えた機関がなく,最も高い機関でも5.5%であっ

た.変動係数2 %未満の検査機関の割合は25%, 2 ～4.99%

の検査機関の割合は60.0%で,約85%の検査機関が5 %未

満の低い値を示した.また,異常値として棄却された検査

機閑においても測定値間のバラツキは少なく,全ての検査

機関内で良好な精度が得られていた.一方,全検査機開聞

の変動係数は10%を超えていた.しかし,異常値を棄却し

た後の検査機開聞変動係数は9.40%で10%以内の精度を

保っていた.

道外の外部精度管理結果2,3,5においても,検査機関内の

変動係数は5%前後以下の低めの結果を示しているが,檎

査機開聞変動係数は13.6%, 9.3%, 15.0%であった.

2.回収率

回収率(測定値の平均/真の値)は高めの傾向を示し,

全検査機関の平均回収率は1.12,回収率が高く異常値とし

て棄却された2機関を除外した平均回収率は1.07であった･

各検査機関における回収率の分布をTable 3に示した.

回収率が0.9未満の検査機関は1カ所もなく,異常値棄却

後の結果で,回収率が0.9～1.1の検査機関の割合は60.0%,

1.1を超えた検査機関の割合は40.0%であった.

Fig. 1に検査機関内回収率と変動係数の散布図を示し

た.図中の点が横軸の1に近く,かつ縦軸の0に近いほど,

正確で,精度の良い測定値であることを示しているが,全

体的に回収率が高いため,グラフの右半分に片寄った結果

となっている.

Fig. 1 Relation between RecoveryRatio and

Coefficient of Variation

Table 3　Distribution of Recovery Ratio within Laboratory

3.分析精度及び測定値の有意差検定

各検査機関から報告された測定結果について,検査機関

内,検査機開聞における分析精度及び母平均の有意差を検

定した.以下の検定には棄却値を除外して行った.

各検査機関の測定値について, ｢一元配置法｣による分

散分析を行った.その結果,有意水準5%で各検査機開聞

の測定値に差が認められた.この各検査機開閉における有

意差が1)分析精度の差(バラツキ)によるものか, 2)

平均値の差によるものかを検定した.

1)分析精度の差(バラツキ)の程度で測定値が同じ母集

団に属するか否かをHartley法及びBartlett法による｢分

散の一様性の検定｣により求めた･その結果,有意水準5%

で各検査機関に差がなく,一元配置法による検査機開聞の

有意差は測定値のバラツキによるものではないことが明ら
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かとなった.

2)異常値棄却後においても, 40%以上の検査機関が1.1

以上の高い回収率を示していたが,異常値棄却後の全体の

平均値と真の値とのt検定を行った結果では,有意水準

5%で差(片寄り)があるとは言えなかった.しかし,許

容誤差を仮に10%とすると,その範囲を超える検査機関が

数機関認められた.

4.分析精度及び回収率に影響を及ぼす要因

1)前処理の有無, 2)測定機種, 3)分析者の経験年数

が分析精度,回収率に与える影響について検討した.

1)前処理の有無　　水銀の還元気化に先立って,前処理

を行った検査機関が10機関,前処理無しが12機関であった.

2)測定機種　気化水銀の吸光度測定には1機関を除き,

水銀測定用の専用機が使用されていた.内訳は3メーカー,

6機種であった.

3)分析者の経験年数　　本外部精度管理に参加した各検

査機関担当者の経験年数は5名が3年未満で,残りの17名

は3年以上の経験年数を持っていた･

上記の各要因について,それぞれの測定条件における測

定値,回収率,変動係数などをTable 4に示すとともに,

F検定により分析精度の有意差を, t検定により平均値の

有意差を検定した.その結果,いずれの要因についても,

有意水準5 %で,各条件における分析精度及び測定値に有

意差は認められなかった.

以上のように異常値棄却後の測定値間には有意差が認め

られなかったが,全体として高い回収率を示した.通常の

場合,回収率が高くなる原因として,分析精度の低さによ

る測定値のバラツキ,あるいは測定操作中における汚染な

どが主として考えられるが,異常値として棄却された2検

査機関についても,変動係数は2.66%, 3.95%と低かった.

また,水銀は通常の実験室雰囲気中にそれほど高濃度で

存在する金属ではなく,各検査機関で前処理及び測定の際

に使用された試薬類は大部分が水銀測定用,有害金属測定

用,原子吸光分析用などの高純度規格品であった.これら

のことから,測定操作中における汚染の可能性は非常に低

いと考えられる.

Table 4　Reproducibility on the Various Analytical Condition after Excluded Outlier
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全体として高めの回収率が得られた原因は現時点におい

て,明らかではないが,考えられる一因として,各検査機

関において検量線作成に用いた水銀標準溶液の濃度低下の

可能性が挙げられる.低濃度の水銀溶液は非常に安定性が

低く,硝酸あるいは硫酸のみを添加した溶液では容器壁へ

の吸着あるいは揮散によって,短期間の問に濃度が低下す

るとされている4).

｢統一試料｣調製に使用した濃度の臭化カリウムと硫酸を

加えて,水銀を錯化合物として固定化することにより, 6

カ月後においても水銀溶液の濃度変化が防止されるとされ

ている6).また, L-システィン-硝酸溶液を加えることに

よっても同様の効果があるとされている5).濃度低下によ

る誤差を防ぐために,低濃度の水銀標準溶液は使用の直前

に調製することが大切である.

要　　　　　約

北海道内で水道水質基準全項目検査を実施している22検

査機関を対象として,水銀の水質検査についての外部精度

管理を行った.その結果,全検査機関で還元気化-原子吸

光光度法が採用されていた.

(1)この還元気化-原子吸光光度法は簡便で,精度の高い

方法とされており,参加した検査機関の約85%が5%

以下の低い検査機関内変動係数を示し,各検査機関内

での測定値のバラツキは非常に小さく,精度の良い分

析が行われていた.

(2)水銀の分析に関する｢厚生省通知｣7)では変動係数は

10%以内とされているが,異常値棄却後の検査機開聞

の変動係数は9.40%であり,全体として良好な分析精

度が確保されていた.

(3)各検査機関の回収率は高めの傾向を示した. 22検査機

関中, 10検査機閑が回収率1.1以上で,このうち回収

率1.5を超えた2検査機関の測定値は異常値として棄

却された.異常値棄却後の平均回収率は1.07であった.

(4)前処理の有無,測定機種,分析者の経験年数が分析精

度,回収率にに与える影響について検討した.それぞ

れの測定条件における分析精度の有意差をE検定に

より,平均値の有意差をt検定により検定した.その

結果,いずれの要因についても,有意水準5%で,分

析精度及び測定値に有意差は認められなかった

(5)全体として高めの回収率が得られた原因は明らかでは

ないが,一因として,検量線作成に用いた水銀標準液

の濃度低下による可能性が考えられる.
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