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ミツイシコンブ及びコンブ仮根加工食品素材中のヒ素の化学形態

Chemical Species of Arsenic in Mitsuishi Kombu (Laminaria angustata Kjellman) and 
Processed Food-materials Made from Kombu-holdfast
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　海藻には比較的高濃度（数 mg ～数百 mg As/kg）のヒ
素を含むものが存在する1-3）．ヒジキなどホンダワラ属の
海藻では無機ヒ素濃度が高いが1, 2），その他の海藻では無
機ヒ素の存在割合が低いものの，長い間その化学形態は不
明であった1）．その後，海藻の水溶性ヒ素化合物はヒ素糖
と呼ばれる一連の化合物であることが明らかにされてき
た4-9）．
　ヒ素糖は Edmonds と Francesconi が褐藻のカジメから
単離し構造決定4）して以来，種々の海藻から報告されてお
り2, 5-9），コンブについては柴田らによって 3 種類のヒ素糖
が単離同定されている9）．
　長さが数メートルに及ぶコンブ（葉状体）でヒ素がどの
ように分布しているかにも興味が持たれ，北爪らはヒ素濃
度が葉柄から葉状体の先端に向かうに従って低くなること
など , 部位によって濃度が異なることを報告している10, 11）．
しかしながら通称ガニアシと呼ばれる仮根は調べられてお
らず，部位別の化学形態も不明である．
　コンブ類は主に葉状体が食用とされ，北海道においては
魚種別漁獲量及び漁獲金額で上位を占める重要な水産資源
である12）．一方コンブ仮根は長い間未利用資源に止まって
いたが，ミネラルが豊富なことやフコイダンが含まれてい
ることなどから，機能性食品としての利用が注目されてい
る13-17）．
　ヒ素化合物の毒性は化学形態によって異なる2, 18, 19）ので
コンブやその加工食品について，ヒ素化合物の分布状況や
化学形態を明らかにすることは，食品としての安全性を評
価する上で重要である．海苔のヒ素化合物については，新
鮮な海藻と焼海苔での相違を検討した報告はあるが6），コ
ンブについては知見がない．本研究では海藻から精製した
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ヒ素糖化合物7, 8）を標品として用い，Shibata らの開発した
高速液体クロマトグラフィー－誘導結合プラズマ質量分析
法（HPLC-ICPMS 法）6, 20, 21）を適用して仮根部を含む新鮮
なミツイシコンブ及びミツイシコンブやマコンブの仮根を
原料とする加工食品素材について，ヒ素糖，無機態及びメ
チル態ヒ素を測定した結果を報告する．

方 法

 1 ．分析試料
　ミツイシコンブ：恵山町で 2003 年 7 月，長さの異なる
2 標本を採取した（A：364 cm，B：280 cm）．採取後，冷
蔵で研究所に輸送した．仮根部（図 1 ）と葉状体（根，葉
状体の基部から先端に向けて 1/3 及び 2/3 の部位，先端
部；各部位の幅 10 cm）に分け，分析に供するまで－80℃
で保存した．解凍後，試料を左右中央で 2 分しその片方を
総ヒ素分析用，残りを化学形態別定量用試料とした．水分
は隣接する部位を用いて測定した．

＊1 共成製薬株式会社研究開発部
＊2 東京農業大学生物産業学部
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図 1 　コンブ仮根（ガニアシ）
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　コンブ仮根粉末：ミツイシコンブやマコンブの仮根を原
料として，㈱共成製薬で 1999 ～ 2002 年に調製した 3 試料
を用いた．製造工程は乾燥－粉砕－滅菌－粉砕－包装の段
階からなる．
　仮根抽出エキス粉末：ミツイシコンブやマコンブの仮根
を原料として，㈱共成製薬で 1999 ～ 2002 年に調製した 3
試料を用いた．製造工程は乾燥－粉砕－抽出－濃縮－ろ過
－賦形剤添加－滅菌－噴霧乾燥－包装の段階からなり，抽
出・濃縮操作とスプレードライ法による乾燥過程が仮根粉
末の調製過程に加えられた．
 2 ．総ヒ素の定量
　試料をコニカルビーカーに移し，硝酸－硫酸－過塩素酸
を加え，ホットプレート上で加熱分解した（最終温度は
250℃以上とした）．分解残渣を希塩酸に溶解し一定容量と
した後，水素化物発生－原子吸光分析法でヒ素を定量し
た1, 3）．原子吸光分析装置は Varian SpectrAA 880 を，水
素化物発生装置は同社製 VGA-77 を用いた．
 3 ．試料からのヒ素化合物の抽出
　部位別に分けた試料をビーカーに取り，水－メタノール

（50％）溶液 200 mL を加え，ポリトロンで 5 分間ホモジ
ナイズしてヒ素化合物を抽出した．3, 000 rpm で 10 分間
遠心分離し，上澄液をナスフラスコに移した．残渣に水－
メタノール（50％）溶液 100 mL を加え，超音波抽出を 15
分間行った．この抽出操作を 4 回繰り返し，合計 5 回の抽
出操作を行った．抽出液を合わせ，溶媒を留去後，水に再
溶解し，口径 0. 22 μm のメンブランフィルターでろ過し
て HPLC 用の試料とした．
　抽出残渣に 0. 1 M 塩酸 5 mL を加え，超音波抽出を 15
分間行い，遠心分離により得た上澄み液をコニカルビー
カーに移した（抽出 6 回目）．この上澄液に硝酸－硫酸－
過塩素酸を加えて加熱分解を行い，前述の方法と同様に
0. 1 M 塩酸抽出画分の総ヒ素を定量した．また抽出残渣は
硝酸－硫酸－過塩素酸で加熱分解し，同様に総ヒ素濃度を
定量して抽出率の算出に用いた．
 4 ．ヒ素化合物の同定と定量
　ヒ素化合物の定量は柴田らの開発した HPLC-ICPMS
法6）で行った．ICPMS 装置は HP4500 を，HPLC 装置は
Agilent 1100 を用いた．ヒ素化合物の同定はゲルろ過挙動

（1）及びイオン対クロマトグラフィー（2）の保持時間から行
い，定量は主に後者で行った．ヒ素化合物標準品は市販品
8 種（As（Ⅲ）： 三 酸 化 二 ヒ 素 100 mg/L 溶 液，As（Ⅴ）：
ヒ酸二ナトリウム，メタンアルソン酸，ジメチルアルシン
酸（DMAA），トリメチルアルシンオキサイド，アルセノ
ベタイン，アルセノコリン，ヨウ化テトラメチルアルソニ
ウム）及び海藻から精製したヒ素糖 4 種7, 8）を用いた．図 2
には本研究でミツイシコンブから同定されたヒ素糖Ⅰ～Ⅲ
の構造式を示した．
 5 ．HPLC の条件
 1 ）ゲルクロマトグラフィー（GS220）
カラム Asahipak GS220（7. 6 mm i.d.×500 mm），pH 6. 8，

カラム温度：27℃，流速：1 mL/min，注入量：10 μL，移
動相：25 mM 水酸化テトラメチルアンモニウム－ 25 mM 
マロン酸，アンモニア水で pH 6. 8 に調整した．
 2 ）イオン対クロマトグラフィー（ODS, pH 6. 8）
カラム，イナートシル ODS，6. 0 mm i.d.×250 mm（GL
サイエンス㈱製），pH 6. 8（対イオン：テトラメチルアン
モニウム），カラム温度：27℃，流速：0. 75 mL/min，移
動相：10 mM 水酸化テトラエチルアンモニウム－0. 05 ％
メタノール，マロン酸で pH 6. 8 に調整した．

結 果 及 び 考 察

 1 ．コンブの部位別総ヒ素濃度及び製品の総ヒ素濃度
　ミツイシコンブのヒ素濃度を部位別に調べた結果を表 1
に示した．仮根部の総ヒ素濃度は葉状体部より高く
130 mgAs/kg（乾燥重量），コンブにおいて最もヒ素濃度
が高い部位であることが明らかになった．葉状体の総ヒ素
濃度は基部（98 mg/kg, 68 mg/kg）から先端部（32 mg 
As/kg（n＝4））に向かうに従って減少し，北爪らの結
果10, 11）と類似していた．なお , 同時期に採取したマコンブ
2 標本についても同様の結果が得られた．
　表 2 にコンブ仮根粉末及び抽出エキスの総ヒ素濃度の定
量結果を示した．これらの製品ではコンブ仮根の総ヒ素濃
度が反映された結果となっている．
 2 ．コンブからのヒ素化合物の抽出
　水－メタノール（50％）による 5 回の抽出操作で，仮根
部・葉状体のヒ素の 83 ～ 98％が抽出された．残渣に希塩
酸を加えて抽出しても抽出率はわずかしか増加しなかっ
た．海藻粉末試料からヒ素化合物を抽出する溶媒は種々検

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

図 2 　ヒ素糖化合物
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討されているが，抽出率は 60 ～ 95％程度であり1, 21），今
回の結果はコンブの主要なヒ素化合物の分布を明らかにし
ようとする本研究の目的に適うものと考えられた．
 3  ．ミツイシコンブ及びコンブ仮根食品素材中のヒ素の化

学形態
　図 3 にゲルろ過型のカラム（GS-220）によるミツイシ
コンブ中のヒ素化合物の HPLC-ICPMS クロマトグラムを
部位別に示した．標準品との比較から，どの部位からも 3
種類のヒ素糖（Ⅰ～Ⅲ）が同定された．表 3 に示したよう
に，この 3 種で抽出された水溶性総ヒ素の 96％以上を占
めたが，存在割合は部位で異なっていた．ヒ素糖Ⅰの存在
割合は，仮根部で低く葉状体の先端部に向かってやや増加
する傾向が認められた．ヒ素糖Ⅱの変動幅はⅠ及びⅢに比
べて小さい．ヒ素糖Ⅲが葉状体の先端に比べて仮根や基部
で高いことは，コンブが成長する上で生化学的に有用な役
割を果たしているのかも知れない．
　図 4 にミツイシコンブ仮根，仮根粉末及び抽出エキスの
イオン対クロマトグラム（ODS, pH 6. 8）の結果を示し
た．この条件ではヒ素糖ⅠとⅢの分離が不完全であるが，
これらの製品においても主要なヒ素化合物は，毒性が低い

とされるヒ素糖（Ⅰ～Ⅲ）が総ヒ素の大部分を占めること
が明らかになった．また無機ヒ素及び DMAA はそれぞれ
0. 26 ～ 0. 82％及び 1. 5 ～ 3. 5％であった．DMAA は新鮮
な仮根に比べて増加しているが，これは製造過程でヒ素糖
の一部が分解したためと考えられた．なお，仮根抽出エキ
スから未同定の化学種 2 種が検出され（図 4 ），他の仮根
抽出エキス 2 試料でも同様であった．
　Shibata らが海苔・焼き海苔について調べた結果では無
機ヒ素濃度は 0. 13 ～ 0. 33 mg/kg（乾燥重量），DMAA は
0. 021 ～ 0. 080 mg/kg（乾燥重量）であった6）．コンブ仮
根のヒ素濃度（表 2 ）は海苔6）より 4. 7 ～ 7. 6 倍高いにも
かかわらず，無機ヒ素濃度は同程度であった．
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図 3 　コンブ抽出液のヒ素化合物の HPLC-ICPMS
クロマトグラム
ミツイシコンブＡ，Ｂ：表 1 参照
HPLC：Asahipak GS-220 （分子篩タイプ）
ピーク I ～ III：図 2 参照

表 1 　ミツイシコンブに蓄積されたヒ素の濃度（総ヒ素濃度）

試　料　名 部　位
As 濃度

mg/kg
（湿重量）

mg/kg
（乾燥重量）

試料Ａ
S1-G 仮根 18. 81 139. 4
S1-1 基部 13. 26 98. 2
S1-2 中央部 1a） 11. 80 87. 4
S1-3 中央部 2b） 4. 88 36. 2
S1-4 先端 3. 64 27. 0

試料Ｂ
SC1-G 仮根 16. 19 119. 9
SC1-1 基部 9. 13 67. 6
SC1-2 中央部 1a） 6. 70 49. 6
SC1-3 中央部 2b） 6. 14 45. 5
SC1-4 先端 6. 00 44. 4

試料Ａ：長さ 364 cm，重量 808. 3 g
試料Ｂ：長さ 280 cm，重量 578. 5 g
a）基部から先端に向けて 1/3 の部位
b）基部から先端に向けて 2/3 の部位

表 2 　 コンブ仮根（ガニアシ）粉末及び抽出エキスの総ヒ
素濃度

番号 品　名 As 濃度，mg/kg
1 ガニアシエキス 1 101. 0

average
99. 5±2. 22 ガニアシエキス 2 100. 6

3 ガニアシエキス 3 97. 0
4 ガニアシ粉末 1 87. 2

average
87. 2±3. 05 ガニアシ粉末 2 84. 2

6 ガニアシ粉末 3 90. 1
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　海藻からヒ素糖が単離・同定される以前，海藻の未知ヒ
素化学種は，「抽出液を酸で前処理した後に測定すると，
大部分が DMAA として定量されるような化合物」として
報告されていた1）．この酸分解挙動はヒ素糖化学種の多く
がヒ素にメチル基が 2 個付いた構造をしていることと矛盾
しない．さらにこうした挙動から，ヒ素糖が海藻に普遍的
に存在することが示唆された．
　近年，環境試料や生体試料中のヒ素化学種の分析手法と
して，HPLC-ICPMS 法は一般化しつつある6, 19-21）．多種類
に及ぶすべてのヒ素化学種を同時に分析することは困難で
あるが，この手法は海洋生物や食品におけるヒ素化学種の
動態把握や毒性評価へのさらなる活用が期待される．

　本研究の一部は化学系学協会北海道支部 2004 年冬季研
究発表会で発表した．

　稿を終えるにあたり，ミツイシコンブ試料の採取にご協
力いただきました北海道水産林務部水産振興課環境保全グ
ループ及び渡島南部地区水産技術普及指導所に感謝致しま
す．

文 献

 1）神　和夫：北海道産海藻中のヒ素濃度：総ヒ素の定量なら
びに三価，五価無機ヒ素，モノメチルヒ素，およびジメチ
ルヒ素の分別定量．道衛研究所報，33，21-27 （1983）

 2）食品に含まれるヒ素の食品影響評価に関する調査．内閣府
食品安全委員会事務局平成 20 年度食品安全確保総合調査
報告書，財団法人国際医学情報センター，東京，平成 21
年 3 月

 3）Jin K, Ogawa H, Taga M：Study on wet digestion method 
for determination of total arsenic in marine organisms by 

表 3 　ミツイシコンブのヒ素の化学形態
抽出された総ヒ素に占める割合（％）

R.T.（min）
Assignment

7. 15
U-1a）

7. 23
U-2a）

7. 63
U-3a）

10. 769
II

11. 303
III

12. 555
I

ヒ素糖
（Ⅰ～Ⅲ）

試料 A （部位）
S1-G 仮根 nd nd nd 27. 93 65. 41 6. 66 100. 00
S1-1 基部 1. 17 nd nd 26. 46 57. 50 14. 87 98. 83
S1-2 中央部 1b） 0. 33 nd nd 19. 62 62. 11 17. 95 99. 67
S1-3 中央部 2c） 1. 45 1. 86 nd 21. 19 42. 17 33. 33 96. 69
S1-4 先端 1. 54 1. 26 nd 29. 99 19. 83 47. 38 97. 20

試料 B （部位）
SC1-G 仮根 nd nd 0. 07 22. 37 69. 21 8. 36 99. 94
SC1-1 基部 nd 0. 84 nd 23. 12 57. 85 18. 19 99. 16
SC1-2 中央部 1b） 0. 62 nd nd 19. 11 47. 75 32. 52 99. 38
SC1-3 中央部 2c） nd 0. 86 nd 28. 52 45. 89 24. 73 99. 14
SC1-4 先端 1. 03 nd nd 35. 27 38. 77 24. 94 98. 97

試料 A：364 cm，試料 B：280 cm
nd：検出せず（<0. 05％）
a）U-1 ～ 3：未同定ヒ素化学種（標品と保持時間 R.T. が一致せず）
b）基部から先端に向けて長さが 1/3 の部位
c）基部から先端に向けて長さが 2/3 の部位

Retention time, s

As(V)

III+I

II

XII

unknown

仮根（ガニアシ）粉末

仮根（ガニアシ）抽出エキス

I

II

DMAA

III

ミツイシコンブ仮根

C
o
u
n
t 

c
ps

, 
m

/z
=
7
5
 

仮根（ガニアシ）粉末

III＋I

II

DMAA

DMAA

As(V)

図 4 　ミツイシコンブ仮根及び加工品の HPLC-ICPMS
クロマトグラム
HPLC column：ODS（pH 6. 8）
ピーク I ～ III：図 2 参照
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