
食用タール色素は，食品衛生法において多くの食品の着
色料として赤色３号や青色１号など１２種類の使用が認め
られ，使用された食品にはそれらを表示する義務はあるが，
使用量の規制はない．従って，食用タール色素の試験法は
定性試験であり，「第２版食品中の食品添加物分析法」に
ポリアミドカラムにより精製する試験法１）（以下通知試験
法とする）が示されている．この通知試験法では，カラム
に負荷する際に対象食品からの抽出液を pH３．０～４．０の
酸性にする必要があるが，たらこ等の高タンパク食品を対
象とする場合には，キサンテン系タール色素（赤色３号，
赤色１０４号及び赤色１０５号）の検出が困難になることが報
告されている２―６）．これは，酸性下ではキサンテン系ター
ル色素が析出し，沈殿したタンパク質に吸着することが原
因とされている．そのため，たらこ等の高タンパク食品を
試験する場合に抽出液を酸性にすることなく精製する方法
として，限外ろ過４），アセトニトリル沈殿５）及び固相ミニ
カラムを用いた精製法６，７）が報告されてきた．
本研究では，これら精製法の中で古賀らが辛子明太子に

適用したMA―２ミニカラム精製法６）を用いて，他の食品に
も適用できるように改良法を検討した．すなわち，食用ター
ル色素の使用表示がない食品１３試料を用いて，カラム精
製前に行う抽出法を食用タール色素添加回収試験の結果を
基に検討し，たらこの他にすじこ，ウインナーソーセージ，
さつま揚げなどの食品への適用を試みた．また，本法を用
いて食用タール色素の使用表示がある食品１４試料の定性
試験を行った結果についても報告する．

方 法

１．試料

札幌市内で購入した食用タール色素使用の表示がない食
品１３試料（たらこ，すじこ，ウインナーソーセージ，さ
つま揚げ，漬物，赤飯，はんぺん，生ラーメン，マカロニ，
チョコレート，グミキャンディー，ラクトアイス，炭酸飲

料）及び食用タール色素使用の表示がある食品１４試料
（たらこ２検体，辛子明太子２検体，すじこ，ウインナー
ソーセージ，かまぼこ，なると，福神漬，赤飯，チョコレー
ト，グミキャンディー，炭酸飲料２検体）を用いた．
２．標準品及び試薬等

色素標準品：三栄化学工業（株）製の赤色２号（R２），赤
色３号（R３），赤色１０２号（R１０２），赤色１０４号（R１０４），
赤色１０５号（R１０５），赤色１０６号（R１０６），黄色４号（Y

４），黄色５号（Y５），青色１号（B１），青色２号（B２）
及び緑３号（G３），和光純薬工業（株）製の赤色４０号（R

４０）を用いた．
色素標準原液：各標準品２０mgを精秤し，水で溶解し

２０mL としたものを色素標準原液とした（１，０００μg/mL）．
色素混合標準液：各色素標準原液を混合し，５０％メタ

ノールで５０μg/mL としたものを添加用色素混合標準液と
した．これを５０％メタノールで適宜希釈し，０．２～１０μg/mL

の検量線作成用混合標準液を調製した．
固相抽出用ミニカラム：GL サイエンス（株）製 InertSep

MA―２（５００mg／６mL）（以下MA―２とする）をあらかじ
めメタノール１０mL，水１０mL でコンディショニングし
て用いた．
アセトニトリル，メタノール及び水は関東化学（株）製 LC/

MS用を用いた．エタノール及びジエチルエーテルは関東
化学（株）製残留農薬試験用を用いた．アンモニア水（アン
モニア２８％含有）はナカライテスク（株）製特級を，石油
エーテルは和光純薬工業（株）製特級を用いた．
３．試験溶液の調製法

１）抽出
a．たらこ，すじこ，ウインナーソーセージ，さつま揚げ
試験溶液調製法の概要を図１に示した．試料５．００gに

０．３％アンモニア含有６０％エタノール溶液３０mLを加え，７０℃
の水浴中で適宜撹拌しながら２０分間加温した後，室温ま
で冷却し，遠心分離（３，０００rpm，５分間）を行った．こ
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の上清を採取した後，残渣に０．３％アンモニア含有６０％
エタノール溶液３０mL を加え，上記と同様に操作し，上
清を合わせた．これにジエチルエーテル・石油エーテル混
液（１：１）３０mL を加え，１分間激しく振とうした後，遠
心分離（３，０００rpm，１０分間）し，エーテル層を除く操作
を２回繰り返した後，水層を３０mL 以下まで減圧下濃縮
し，水で１００mL に定容した（希釈液）．
b．漬物，赤飯，はんぺん
試験溶液調製法の概要を図２に示した．試料５．００gを

たらこ等と同様に０．３％アンモニア含有６０％エタノール
溶液で抽出し，上清を得た．これを３０mL 以下まで減圧
下濃縮し，水で１００mL に定容した（希釈液）．
c．生ラーメン，マカロニ
試料５．００gに０．３％アンモニア含有８０％エタノール溶

液３０mL を加え，７０℃の水浴中で適宜撹拌しながら２０分
間加温した後，室温まで冷却し，遠心分離（３，０００rpm，５
分間）を行った．この上清を採取した後，残渣に０．３％ア
ンモニア含有６０％エタノール溶液３０mL を加え，上記と
同様に操作し，上清を合わせ，水６mL を加えた．これに
ジエチルエーテル・石油エーテル混液（１：１）３０mL を加
え，１分間激しく振とうした後，遠心分離（３，０００rpm，１０
分間）し，エーテル層を除く操作を２回繰り返した後，水

層を３０mL 以下まで減圧下濃縮し，水で１００mL に定容し
た（希釈液）．（図１）
d．チョコレート
試料５．００gに０．３％アンモニア含有８０％エタノール溶

液３０mL を加え，７０℃の水浴中で適宜撹拌しながら２０分
間加温した後，室温まで冷却し，遠心分離（３，０００rpm，５
分間）を行った．この上清を採取し，水１５mL を加えた．
これにジエチルエーテル・石油エーテル混液（１：１）３０
mL を加え，１分間激しく振とうした後，遠心分離（３，０００
rpm，１０分間）し，エーテル層を除く操作を２回繰り返し
た後，水層を３０mL 以下まで減圧下濃縮し，水で１００mL

に定容した（希釈液）．（図１）
e．グミキャンディー
試料５．００gに０．３％アンモニア含有８０％エタノール溶

液３０mL を加え，７０℃の水浴中で適宜撹拌しながら２０分
間加温した後，室温まで冷却し，遠心分離（３，０００rpm，５
分間）を行った．この上清を採取し，水層を１０mL 以下
まで減圧下濃縮し，水で１００mL に定容した（希釈液）．
（図２）

f ．ラクトアイス
試料５．００gに０．３％アンモニア含有９４％エタノール溶

液３０mL を加え，７０℃の水浴中で適宜撹拌しながら２０分

図１ MA―２ミニカラムを用いた食用タール色素試験溶液の調製法（１）
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間加温した後，室温まで冷却し，遠心分離（３，０００rpm，５
分間）を行った．この上清を採取し，水２０mL を加えた．
これにジエチルエーテル・石油エーテル混液（１：１）３０
mL を加え，１分間激しく振とうした後，遠心分離（３，０００
rpm，１０分間）し，エーテル層を除く操作を２回繰り返し
た後，水層を３０mL 以下まで減圧下濃縮し，水で１００mL

に定容した（希釈液）．（図１）
g．炭酸飲料
試料１．００gに水を加えて１０mLとした（希釈液）．（図２）

２）ミニカラム精製
希釈液２０mL（生ラーメン，マカロニ，チョコレート，

グミキャンディー及び炭酸飲料は１０mL）を分取し，MA―２
ミニカラムに負荷した．水，次いでメタノール各８mL で
洗浄した後，１％アンモニア含有メタノール８mL で溶出
した．溶出液を減圧下濃縮し，得られた濃縮液を５０％メ
タノールで２mL（生ラーメン，マカロニ，チョコレート

及びグミキャンディーは１mL）とした．遠心分離（３，０００
rpm，５分間）した後，上清を試験溶液とした．
４．分析装置及びHPLC条件

１）装置
液体クロマトグラフ：（株）島津製作所 Prominenceシリー

ズフォトダイオードアレイ検出器付きを使用した．
２）液体クロマトグラフ条件
液体クロマトグラフ条件を表１に示した．

５．添加回収試験

食用タール色素使用の表示がない食品１３試料に５μg/g

となるように色素混合標準液を添加し，よく混合して３０
分間放置したものについて，方法「３．試験溶液の調製法」
に従い，試験溶液を調製した．無添加試料は１回，添加試
料は３回の試行数で行った．
また，たらこ，ウインナーソーセージ及びはんぺんにつ

いては，同様に色素混合標準液を添加した後，通知試験法１）

に従い試験溶液を調製した．

結果及び考察

１．たらこを用いた試験溶液調製法の検討

食用タール色素の抽出は，通知試験法及び荒川らの報告５）

を参考に，たらこ試料にアンモニア含有６０％エタノール
溶液を加え，７０℃で加温する方法とし，抽出回数は２回
とした．アンモニア濃度については，アンモニアに不安定
な色素が報告されている３）ことから，１％と０．３％を比較
した．その結果，各色素の回収率は両者ともに概ね４０～
９０％と差は認められなかったが，１％の抽出液では０．３％

図２ MA―２ミニカラムを用いた食用タール色素試験溶液の調製法（２）

表１ HPLC条件
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の抽出液に比べて多量の不溶物が認められ，ミニカラム精
製時に目詰まりの原因となったため，抽出溶液は０．３％ア
ンモニア含有６０％エタノール溶液とした．また，抽出液
に油状物質が認められたことから，長南らの報告８）を参考
に抽出液に対し，ジエチルエーテル・石油エーテル混液
（１：１）による脱脂操作を行うこととした．
次にMA―２ミニカラムに対する抽出液の負荷方法につ

いて検討した．MA―２ミニカラムは弱陰イオン交換性のミ
ニカラムのため，酸性食用タール色素をミニカラムに保持
させ，ミニカラムを洗浄することで夾雑成分を除去した後，
アンモニア含有メタノールで目的の食用タール色素を溶出
することが可能であり，精製効果が高いと考えられた．古
賀らの報告６）では，負荷液がアルカリ性である場合や塩濃
度が高い場合には，MA―２ミニカラムに色素が保持されな
いとの理由から，アンモニア含有エタノール抽出液を酢酸
で中和し，水で希釈した後，MA―２ミニカラムに負荷して
いる．しかし，我々が行った検討では，負荷液のエタノー
ル含量が高い場合にもMA―２ミニカラムに色素が保持さ
れにくいことが明らかとなった．そこで，これらの問題を
解決するために，抽出液を減圧下濃縮し，アンモニア及び
エタノールを除去後，濃縮液を水で１００mL に定容するこ
とで pHを中性にし，塩濃度を下げる方法とした．この
２０mL をMA―２ミニカラムに負荷し，水及びメタノール
で洗浄した後，１％アンモニア含有メタノールで溶出す
ることとした．
２．各種食品に対する試験溶液調製法の適用の検討

すじこ，ウインナーソーセージ，さつま揚げ，漬物，赤
飯，はんぺん，生ラーメン，マカロニ，チョコレート，グ
ミキャンディー，ラクトアイス，炭酸飲料に対して本試験
溶液調製法が適用できるかを検討した．その結果，すじこ，
ウインナーソーセージ及びさつま揚げについては，本法を

そのまま適用可能であった．漬物，赤飯及びはんぺんは，
抽出液に油状物質が認められなかったことから，脱脂操作
を省略して試験溶液を調製することとした．炭酸飲料は，
原材料が水，糖類及び着色料のみであったことから，抽出
及び脱脂操作を省略し，試料１gに水９mL を加えた後，
MA―２ミニカラムにより精製する方法とした．一方，ラク
トアイス，生ラーメン，マカロニ，チョコレート及びグミ
キャンディーでは，MA―２ミニカラム精製時に目詰まりが
生じ，カラム精製が困難であったことから，その対応方法
について検討した．
１）ラクトアイス

ラクトアイスは，０．３％アンモニア含有６０％エタノー
ル溶液を加えると乳濁した状態となり，遠心分離を行って
も試料由来の乳濁成分は除去できず，ミニカラム精製時に
目詰まりが生じた．そこで，抽出溶液のエタノール濃度を
変化させることで試料由来の乳濁成分が除去可能か検討し
た．０．３％アンモニア含有エタノール溶液のエタノール濃
度を６０％，９０％，９４％及び９９％とした場合のMA―２ミ
ニカラム精製時の操作性及び各色素の添加回収率について
表２に示した．エタノール濃度が９０％以上では，遠心分
離後に沈殿が生じ，MA―２ミニカラム精製時の目詰まりが
改善され，特に９４％及び９９％では，目詰まりは認められ
なかった．各色素の回収率は，エタノール濃度が９９％に
比べ９４％では，回収率が６４～９２％と良好であった．以上
の結果から，ラクトアイスについては，抽出溶液を０．３％
アンモニア含有９４％エタノール溶液とした．また，遠心
分離後の沈殿には，目視では着色が認められなかったこと
から，抽出回数は１回とした．
２）生ラーメン及びマカロニ

生ラーメンを用いて抽出溶液のエタノール濃度を変化さ

表２ ラクトアイスの食用タール色素添加回収率（％）に
及ぼす抽出エタノール濃度の影響

表３ 生ラーメンの食用タール色素添加回収率（％）に
及ぼす抽出エタノール濃度の影響
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せた場合のMA―２ミニカラム精製時の操作性及び各色素
の添加回収率を検討した．ただし，エタノール濃度がいず
れの場合においても，抽出液２０mL をMA―２ミニカラム
に負荷すると目詰まりが認められたことから，負荷量を
１０mL に変更して検討を行った．検討結果を表３に示した．
エタノール濃度が７５％以下では，ミニカラム精製時に目
詰まりが生じたが，８０％以上では目詰まりは認められな
かった．しかし，エタノール濃度が上昇すると徐々に R２
及び Y４の回収率低下が認められた．そこで，抽出溶液を
種々検討した結果，１回目の抽出溶液を０．３％アンモニア
含有８０％エタノール溶液，２回目の抽出溶液を０．３％ア
ンモニア含有６０％エタノール溶液としたところ，ミニカ
ラム精製時に目詰まりが認められず，各色素の回収率も
４７％であった B２を除き７２～９８％と良好であった．また，
小麦粉を主原料とするマカロニでは７７～１０１％と良好な結
果が得られたことから，本操作方法を採用した．
３）チョコレート及びグミキャンディー

チョコレートを用いてMA―２ミニカラム精製時の操作
性及び各色素の添加回収率を検討した．抽出溶液のエタノー
ル濃度は，林らの報告７）を参考に８０％とした．この抽出
液２０mL をMA―２ミニカラムに負荷すると目詰まりが認
められたが，１０mL とすることで解消された．また，各色
素の回収率については概ね８０％以上であったことから，
抽出溶液は０．３％アンモニア含有８０％エタノール溶液と
し，MA―２ミニカラムの負荷量は１０mL とした．グミキャ
ンディーについては，チョコレートと同様の方法で試験溶
液調製を行った．ただし，抽出液に油状物質が認められな
かったことから，脱脂操作は省略した．検討の結果，０．３％
アンモニア含有８０％エタノール溶液で抽出することで目
詰まりは解消され，各色素の回収率も８０％以上と良好で
あったことから，本操作方法を採用した．
３．添加回収試験結果

食用タール色素の使用表示がない食品１３試料に，５μg/g

相当濃度となるように各色素を添加した後，改良法により

試験溶液を調製し，回収率を求めた結果を表４に示した．
比較のため，たらこ，ウインナーソーセージ及びはんぺん
について通知試験法により添加回収試験を行った結果を表
４に併せて示した．本法の１３試料における回収率は，４６
～１０９％であった．一方，通知試験法による R３，R１０４，R
１０５及び B２の回収率は０～２７％と非常に低かった．これ
らの結果により，通知試験法に比べ食用タール色素の回収
率向上が認められた．なお，たらこの R３及び R１０５，生
ラーメン及びさつま揚げの B２の回収率は４６～５９％であっ
たが，食用タール色素を確認する定性試験として，本法は
有用であると考えられた．
４．市販食品への適用

食用タール色素の使用表示がある食品１４試料について，
改良法により検査を行ったところ，すべての試料で使用表
示がある食用タール色素はそれぞれ検出され，使用表示が
ない食用タール色素は検出されなかった（表５）．以上の
結果から，本法は市販食品への検査法として有用であると
考えられた．
５．まとめ

通知試験法では液性を酸性とするために検出が困難な食
用タール色素が存在した．古賀らは，これらの食用タール
色素を検出できるようにMA―２ミニカラムを用いた辛子
明太子の試験法を報告している６）．本研究では，MA―２ミ
ニカラムを用いた試験法を辛子明太子以外の食品にも適用
するために検討を行った．改良法の特徴は，試料抽出液を
減圧下濃縮することでアンモニアを除去し，酸を用いずに
中和を行う点，抽出溶液のエタノール濃度を食品により変
更している点である．本法における食用タール色素の添加
回収率は４６～１０１％であり，概ね良好な結果が得られた．
さらに，高タンパク食品をはじめとする各種食品に対する
適用性について，市販表示食品を用いて評価したところ，
いずれの試料においても表示どおりの検出結果が得られた．
以上の結果から，本法は市販食品におけるタール色素の試
験法として有用であると考えられた．

表４ 様々な食品における食用タール色素の添加回収試験
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