
北海道では北海道食品衛生監視指導計画に基づき毎年魚

介類の総水銀濃度の測定を行っている ．これまで，当

所では総水銀濃度測定のための試験液調製法として石英管

燃焼分解吸収法 を用いてきた．これは試料を燃焼させ

ることで無機・有機水銀をガス化させ，発生した水銀蒸気

を吸収液に回収し試験液とする方法である．この方法は処

理手順が単純で回収率も良いという長所があるが，反面，

試料乾燥と燃焼工程に時間を要し，一日に処理できる数が

少ないという短所もある．また，燃焼工程には専用の石英

管を使用する必要がある．石英管は耐熱性が高いため加工

を専門業者に特注しており，素材自体も高価である．試験

液調製法を石英管燃焼分解吸収法から，試料に酸を加えて

加熱分解する湿式分解法 に変更することで，一度に多

数の試料の処理が可能となり，試験の迅速性改善が期待さ

れる．また，一般的な実験用ガラス器具で試験を行えるた

め，試験費用も抑えることができる．

湿式分解法を当所総水銀濃度試験法の試験液調製に用い

るためには，その妥当性，つまり，どれくらい的確に総水

銀濃度を測定できるかについて評価を行う必要がある．評

価基準として「食品中の金属に関する試験法の妥当性評価

ガイドライン」 が示されており，選択性，定量下限，真

度，精度の確認が必要である．このうち選択性は分析した

い金属のみを正確に測定する能力である．当所では，以前

から，水銀測定を還元気化―冷原子吸光光度法を原理とす

る平沼式水銀計を用いて行っている．これは非燃焼方式で，

還元剤として塩化スズ（ ）を用いることで水銀のみを気

化させる定量手法である．水銀に対する選択性と感度が高

く，ガイドラインの選択性，定量下限について基準を満た

すことを確認している．そのため，本実験では，湿式分解

法を用いた場合の真度と精度について確認を行った．

方 法

１．試 料

平成26年に北海道内で水揚げされたソウハチ，サンマ

を試料として使用した．

２．試薬・装置

標準品は和光純薬工業㈱製の原子吸光分析用1000mg/L

水銀標準液を用い，これを標準原液とした．硝酸，過塩素

酸(60％），硫酸，塩化スズ( )二水和物は和光純薬工業㈱

製の有害金属測定用試薬を用いた．また，0.05mol/L

硫酸は和光純薬工業㈱製の容量分析用の試薬を用いた．ま

た，メチル水銀分析用認証標準物質(NMIJ CRM 7403-a）

を（独）産業技術総合研究所計量標準総合センターより入

手した．

濃度1.0mg/Lの標準溶液は水銀標準原液を0.05

mol/L硫酸で希釈して調製した．硝酸・過塩素酸（1：1，

v/v）は硝酸100mLに過塩素酸100mLを混合して調製

した．10％塩化第一スズ溶液は塩化スズ（ ）二水和物

25gを量り，少量の脱イオン水で湿らせた後，塩酸20

mLを加えて溶解し，脱イオン水を加えて250mLにした

ものを用いた．これは用事調製した．硫酸（１＋19，

v/v）は脱イオン水475mLに，硫酸25mLを加えて混合

したものを用いた．試験液中の水銀は，平沼産業㈱製の平

沼式水銀濃度計HG-400で測定した．

３．湿式分解法による試験溶液の調製

試験溶液の調製は環境省の「水銀分析マニュアル」 に

準じて行った．まず，試料2.0gを短型の100mL容メス

フラスコに正確に秤量し，脱イオン水1mL，硝酸・過塩

素酸（１：１，v/v）2mL及び硫酸5mLを順次加えた．

このメスフラスコを200～230℃に設定したホットプレー

ト上で30分間加熱し，試料を分解させた．放冷後，メス

フラスコに脱イオン水を加え100mLに定容し，試験溶液

とした．測定にはこれを全量使用した．別に，試料を入れ

― ―41

道衛研所報 Rep.Hokkaido Inst.Pub.Health,65,41-43（2015)

湿式分解法を用いた総水銀測定法の妥当性評価

Validation of Analytical Method for Total Mercury by Wet Oxidative Decomposition

橋本 諭 藤井 良昭 西村 一彦

Satoshi HASHIMOTO,Yoshiaki FUJII and Kazuhiko NISHIMURA

 

Key words：validation（妥当性評価）；total mercury（総水銀）；wet oxidative decomposition
（湿式分解）

⬅字取り入



ないメスフラスコを用意し，同様に試薬を入れ，同様の加

熱処理をして空試験溶液とした．

４．総水銀の測定

総水銀の測定は，厚生労働省通知「魚介類の水銀の暫定

的規制値について」の別紙２の１に記載されている総水銀

の分析方法に準じて行った ．つまり，湿式分解法により

調製した試験液を還元気化原子吸光測定装置である平沼式

水銀計で測定することで，試料中の総水銀量を無機水銀と

して求めた．

５．検量線

短型の100mL容のメスフラスコを必要数用意し，1.0

mg/L水銀標準溶液０，50，100，200μL（無機水銀とし

て０，50，100，200ng）を正確に量り入れ，それぞれ硫

酸（１＋19）を加えて100mLとした．フラスコ内の試験

液全量を平沼式水銀計で測定し，検量線を作成した．本試

験法の検出下限値は0.005μg/g，定量下限値は0.01μg/g

であった．

６．妥当性評価方法

試験液調製に湿式分解法を用いた場合の試験法の性能を

評価するため，妥当性評価ガイドライン に従い，当該

試験法の真度，精度について確認を行った．真度とは，当

該方法で試料を測定した場合の測定結果と真の値との一致

の程度をいう．評価しようとする試験法を用いてブランク

試料に標準品を添加した試料，または認証標準物質を５試

行以上で試験し，実際の添加量あるいは認証標準物質の認

証値を１として測定結果（平均値）の比を求め，それを百

分率で表した値で評価する．一方，精度は指定された条件

下で得られた独立した試験結果間の一致の程度をいう．標

準添加試料の測定を繰り返し，得られた試験結果の標準偏

差及び相対標準偏差を求める．それらを基に，同一実施者

による繰返し測定における結果の一致の程度を示す併行精

度，及び複数の実施者又は実施日間の測定結果の一致の程

度を示す室内精度を評価する．これらを同時に評価するた

め，同一試料を用いた添加回収試験を，分析者１名が１日

２併行で５日間分析する枝分かれ実験計画に基づき実施し

た．添加量は試料0.5gに 1μg/mL水銀標準液を100μL

（0.2μg/g相当，暫定的規制値の２分の１）とし，添加か

ら30分後に試験を開始した．試料の総水銀量から，あら

かじめ測定しておいた試料由来の平均総水銀量を差し引く

ことで，実際に添加した水銀の回収量を求めた．真度及び

併行精度については，認証標準物質の測定５併行を１日で

実施する実験計画によっても評価を行った．

結果及び考察

妥当性評価には測定対象物質が検出されない試料を用い

ることが望ましい．しかし，ほぼすべての魚介類は餌に由

来する微量の水銀を体内に蓄積しているので，そのような

試料を用意することは極めて難しい．そのため，妥当性評

価ガイドライン に従い，分析対象金属濃度が基準値の

２分の１以下であることを確認したものをブランク試料と

して用意した．ソウハチは脂の少ない魚介類の代表として，

サンマは脂の多い魚介類の代表として用いた．

妥当性評価結果を表1に示した．妥当性評価ガイドライ

ン では，試料への添加濃度が0.2μg/gの場合，真度の

目標値は80～110％に設定されている．ソウハチのブラン

ク試料の水銀量は0.0532～0.0568μg/g（５試行），平均

値0.0540μg/g（基準値0.4μg/gの７分の１強）であり，

試料由来の平均水銀量を差し引いて計算した添加回収率は

83.0～90.2％（５試行），真度（平均値）は87％であった．

また，サンマのブランク試料の水銀量は0.0410～0.0425

μg/g（５試行），平均値0.0417μg/g（基準値の９分の１

強）であり，試料由来水銀量を補正すると添加回収率は

89.3～103.9％（５試行），真度（平均値）95％となった．

いずれの試料を用いた場合でも，本試験法における真度は

ガイドライン の目標値を満たしていた．

妥当性評価ガイドライン では，添加量を0.2μg/gと

した場合の精度の目標値を，併行精度が相対標準偏差

10％未満（10RSD％＞），室内精度が相対標準偏差15％

未満（15RSD％＞）と設定している．本試験では，ソウ

ハチにおける併行精度が1.5RSD％，室内精度が2.6

RSD％，サンマにおける併行精度が2.0RSD％，室内精

度が6.2RSD％であり，いずれもガイドラインの目標値

を満たしていた．

真度及び併行精度については，認証標準物質を用いる手

法による確認も行った．その結果を表2に示した．認証標

準物質の水銀量認証値は5.34μg/gであり，本試験法を

用いて５試行で測定した結果は4.91～5.01μg/g，平均

4.96μg/gであった．認証値に対する本試験法による測定

値の比率は92.0～93.7％，真度（平均値）93.0％であり，

表1 妥当性評価結果

真度 精度（RSD％)
試料名 妥当性評価

(％) 併行精度 室内精度

ソウハチ 87 1.5 2.6 適合

サンマ 95 2.0 6.2 適合

目標値 80-110， 目標値 10＞， 目標値 15＞

表2 認証標準物質の測定結果

試行No. 測定結果(μg/g) 回収率(％)

１ 4.97 93.0

２ 4.91 92.0

３ 5.00 93.7

４ 5.01 93.7

５ 4.93 92.4

真度（％) 93.0

併行精度（RSD％) 0.8

認証標準物質：メカジキ魚肉粉末（NMIJ CRM 7403-a）
認証値：5.34μg/g（不確かさ0.14μg/g）
入手先：(独）産業技術総合研究所 計量標準総合センター
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こちらの評価法においてもガイドライン の目標値を満

たしていることが確認された．また，５試行の測定数値か

ら併行精度も算出したが，こちらの値も0.8RSD％と目

標値を満たしていた．

以上の結果より，本試験法は妥当性評価ガイドライン

に示された各項目における目標値を十分に満たしており，

魚介類の総水銀濃度の測定に用いる試験法として十分な妥

当性を有することが確認された．
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