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NMIJ が提供する食品中残留農薬分析の技能試験
食品分析の信頼性を保証するためには、精度管理が必要です。そこで NMIJ では、認証
標準物質の開発で培った技術を用いて、食品メーカーや受託分析機関などを対象に「食
品中残留農薬分析の技能試験」を実施してきました。本技能試験は、他の技能試験と比
較すると、特に試験試料と評価方法に特長があります。継続して参加することにより、
複数の機関で分析結果が改善され、本技能試験の有効性を示すことができました。
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質の開発、残留農薬分析のた
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る研究開発も行っています。
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はじめに
質の高い食品中の残留農薬分析は、食品
の安全性確保に不可欠です。分析結果の質
を評価するためには、技能試験
(Proficiency Testing, PT)は有効な手段の
ひとつです。PT は、ISO/IEC 17043: 2010
(JIS Q 17043: 2011) [1] において、
「試験
所間比較による、事前に決めた基準に照ら
しての参加者のパフォーマンスの評価」と
定義されており、自分と他の試験所の試験
結果を比較することで、自分の試験結果を
客観的に評価し、信頼性を保証するための
手段です。食品中の残留農薬分析は、食品
メーカーや受託分析会社などで日々行わ
れており、コーデックス規格における「食
品の輸出入規制にかかわる試験所の能力
評 価 に関 す るガ イ ドラ イン (CAC/GL271997) [2]」 では、試験所は適切な PT プロ
グラムに参加することが要求されていま
す。さらに、試験所の能力に関する要求事
項を示す ISO/IEC 17025: 2017 [3] におい
ても、結果の妥当性確保のために PT に参
加する必要性が明記されています。食品中
の残留農薬を対象とした PT は世界中で実
施されています。そのような中、NMIJ で
は、2012 年から農薬濃度を求めるための
PT を主宰しています。本 PT は、以下に述
べるように、試験試料と参加機関の結果の
評価方法に、他にはない特長があります。
また、試験の後も参加機関をサポートする
ため、フォローアップセミナーを実施して
いることも特長です。
試験試料の特徴
多くの PT の試験試料は、分析対象とす
る農薬が含まれていない食品（ブランク試
料）を準備し、そこに既知濃度の農薬を添
加して調製しています。しかし、それでは
日常的に試験所で分析している食品試料
に含まれる農薬の状態とは違う（例えば吸
着や浸透の度合いなど）ため、分析操作に
おける、特に抽出での挙動も異なる可能性
があり、抽出効率を正しく評価できないと
いう欠点がありました。そこで NMIJ では、
分析対象農薬があえて残留するように散

布して栽培した食品を原料として用い、
試験試料の調製を行っています。これま
で、玄米や大豆、玄麦などの PT 試料を調
製してきましたが、調製した試料中の農
薬濃度（NMIJ の分析によって得られた結
果）と、国内の残留基準値(MRLs)を比較
したところ、ほとんどの農薬に対して、試
料中農薬濃度は MRLs の 1/2～1/10 とな
り、精度管理や妥当性確認に適した試験
試料を提供できています。
参加機関の結果の評価方法と NMIJ の分
析値（参照値）の決定
本 PT では、2 種類の z スコアにより各
参加機関の分析結果を評価するのが大き
な特徴です。具体的には、参加機関の合意
値(X: 参加機関の分析結果のメジアン)に
基づいた z スコア(z)、および NMIJ の分
析値(XNMIJ)に基づいた z スコア(zNMIJ)です。
一例として、2018 年の PT における参加
機関の z スコアの分布の一例を図 1 に示
します。ここで z スコアとは、技能試験に
おいて参加機関の結果を評価するための
手法のひとつです。一般的な PT では z ス
コア(z)のみで結果の評価を行っており、
参加者の中での、自身の相対的な位置を
知ることができますが、自らの z スコア
が他の参加機関の技量に影響を受けると
いう欠点があります。そこで、NMIJ の信
頼性が高い分析値 XNMIJ を参照値とし、そ
れを基に算出した z スコア(zNMIJ)による評
価も行うことで、分析法の正確さ（真度）
の評価に有効となると考えられます。
XNMIJ は、国際単位系(SI)に原理的にトレ
ーサブルな、一次標準測定法のひとつで
ある同位体希釈質量分析法(IDMS)によっ
て付与しました。本法は、認証標準物質の
値付け分析にも用いています。IDMS を用
いる際には、最適な前処理（抽出・精製）
や機器測定の条件の検討・確立を行った
上で分析値を提供しています。さらに、確
立した分析技術が国際的な同等性を持つ
ことを、国際比較（各国の標準研究所間で
の分析技能の比較試験）に参加すること
で確認しています（図 2）
。以上のような
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NMIJ の分析値と参加機関の合意値の比較
各対象農薬の XNMIJ は、X に比べて最大で約 30 %高くな
りました。この差は、上記の前処理法ではなく主に定量法の
違い、すなわち、参加機関の多くで用いられた絶対検量線法
によって得られた定量値は分析対象農薬の回収率が低いと
低値になり、NMIJ が適用した IDMS によって得られた定量
値は回収率に依存しない、ということに起因するものと考
えられます[4]。また他の要因としては、測定する際のマト
リックス効果や、抽出前の水浸漬工程による影響も考えら
れました。信頼性が高い分析値を得るためには、前処理およ
び機器測定における条件検討を十分に行う必要があること
が確認されました。
参加機関のパフォーマンスの評価
z スコア(zNMIJ)での評価の結果、不満足なパフォーマンス
となった参加機関について、報告結果を基に考察したとこ
ろ、以下の原因が推測されました：(1)計算や単位換算のミ
ス, (2)不適切な検量線（点数が少ない、検量線範囲外での定
量等）, (3)定量下限以下で定量を実施, (4)不十分な前処理,
(5)GC または LC 測定での不十分な分離, (6)測定機器やカ
ラムの不十分なメンテナンス。これらの情報は、参加機関の
さらなる分析技能向上のために、試験の後に実施している
フォローアップセミナーにおいても参加機関に提供してい
ます。その結果、分析プロセスを見直し、翌年の PT でパフ
ォーマンスが改善された参加機関が複数見られました。
まとめと今後の展望
NMIJ では、農薬が残留した食品を原料として調製した試
料を用いて PT を実施し、参加機関の結果を 2 種類の z ス
コアを用いて評価しました。
そのうち zNMIJ による評価では、
IDMS を適用して得られた分析結果に対する、各参加機関
の偏りを示しており、特に分析法の正確さ（真度）の評価に
有効です。本報告では、2012 年～2019 年まで蓄積した結
果を基に、PT 試料の有用性、各分析方法によって得られた
結果の比較、結果の評価などについて述べました。また、継
続して参加することで結果に改善が見られた機関が複数あ
り、本 PT の有効性が示されました。今後も、参加機関の分
析技術向上を支援すべく、本 PT を継続していきたいと考
えています。なお、より多くの分析機関に提供することを目
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参加機関が用いた前処理法
本 PT では参加機関に対して分析法を指定しなかったた
め、前処理法についても、参加者は自由に選択できました。
具体的には、厚生労働省通知の一斉試験法や個別試験法、迅
速・簡便であることから農薬分析で多く用いられている
Quick,
Easy,
Cheap,
Effective,
Rugged,
and
Safe(QuEChERS)法や QuEChERS 改良法（STQ 法）
、環境
や生体試料などにも使用される超臨界流体抽出法 (SFE)、
また参加者のオリジナル法の、いずれかを適用して分析を
行っていました。いずれの実施年においても、多くの参加者
が一斉試験法または STQ 法を用いており、特に近年は、簡
便かつ精製効果の大きい STQ 法の使用者が増えています。
これまで行ってきた PT では、農薬の定量結果に、前処理法
の違いによる有意差は見られませんでした（一例として、
2018 年に得られた etofenprox の結果を図 3 に示します）
。

的として、本 PT は 2020 年から民間企業の主催へと移行し
ます。具体的には、日本電子株式会社が主催し、値付けと解
析は NMIJ が担当するという形式で実施する予定です。
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2018 年の PT（玄麦中の農薬分析）における
etofenprox の z および zNMIJ スコアの分布
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取り組みにより、常に信頼性が高い分析値を提供できるよ
うに努めています。
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参加機関

国際度量衡委員会/物質量諮問委員会 基幹比較「茶
葉中の中極性農薬分析」
（横の実線は参照値を、破線
は不確かさを示す。各機関のプロットおよびエラー
バーは、測定値と不確かさを示す）
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2018 年の PT（玄麦中の農薬分析）において報告さ
れた各前処理法で得られた etofenprox の分析結果
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