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１.スジアオノリについて
緑藻類アオノリ属（Ulva spp.）は日本産で 15 種類あるとされており、多く見られる種
は、スジアオノリ［学名 U. prolifera（Mueller）J. Agardh］、ボウアオノリ［U. intestinalis
（Lin.）Nees.］、ヒラアオノリ［U. compressa（Lin.）Nees.］、ウスバアオノリ［U. linza
（Lin.）J. Agardh］である 1)。
中でもスジアオノリ Ulva prolifera は、アオノリ類の中で最も香気があって美味とされ
ており、商品価値が高い。本種は主に中国・四国の河口汽水域で生育し収穫されているが、
高知県四万十川及び徳島県吉野川の河口域で収穫されるものが有名である。現在は、吉野
川で収穫されるスジアオノリが生産量全国 1 位であり、最近 10 年の生産量は約 20～80t/
年で、平均約 60t で推移している。また、最近 10 年の四万十川における生産量は約 2～13t/
年、平均約 8t で推移しているが、ここ 1～2 年は特に不作となっている。
天然で生育する食用大型海藻一般に言えることだが、環境条件の変化によりその収穫高
が大きく変動する欠点がある。そこで、生産高をほぼ一定に維持するための陸上大型設備
での海藻生産が高知県高岡漁協（現高知県漁協高岡支所）で 2004 年に開始され、生産量を
徐々に伸ばしている。現在は年間 2.3t を生産しており、陸上大型海藻生産により年間を通
じて安定的な生産ができるとともに、新鮮な収穫物を出荷することが可能となった。
アオノリはアマノリ同様の海藻乾燥品の形態や粉末（掛青海苔、もみ青海苔、粉末青海
苔等）で古くから食用に供されている。また海藻は世界各地で民間療法として古くから用
いられており、日本のスジアオノリに関しても解熱・鎮痛・日射病治療、咳・喘息・気管
支炎・扁桃腺炎治療、鼻血・ひび・あかぎれ予防にも用いられていたという報告がある。
スジアオノリは藻体が筒状で多数の側枝をだし、その枝からも小枝を出すことが多く、
長さはだいたい数 10 cm ほどになるが長いものは 1 m を越えることもある。この種は内湾、
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タイドプール、河口域など汽水域に広く分布するが、干潮時に長時間干出しない潮間帯中
部に生育している。スジアオノリは、海水の 100 分の 1 ほどの低塩分域から 1.5 倍程度の
高塩分域までの広域で正常に生育できる“広塩性藻類”である。四万十川の青海苔漁場は、
河口から 6 km 上流までで、干潮時には淡水化するところもある。生育の良い漁場はそのほ
ぼ中間地点といわれている。高知産スジアオノリについて図１－１に示す。

図１－１．河川に繁茂するスジアオノリと、 商品化された風乾スジアオノリ
＜引用・参考文献＞
1.徳田廣、大野正夫、小河久朗．「海藻資源養殖学」緑書房、東京．1987

２．食品含有成分としての鉄の重要性
鉄は、元素記号 Fe、原子番号 26、原子量 55.847 で、古くから知られ、地球上広く、か
つ多量に存在する元素の一つで鉄族に属する金属元素である。食品含有成分としての鉄の
重要性について以下に記述する。
鉄は「日本人の食事摂取基準（2010 年版）」で策定された 34 種類の栄養素、3 種類のミ
ネラルの中に含まれている。鉄はヘモグロビン（鉄は体内でその 65％が赤血球の中のヘモ
グロビンの構成元素として存在）や各種酵素の構成成分であり、欠乏によって貧血や運動
機能、認知機能等の低下を招く。特にヘモグロビンは肺から酸素を受け取り、体内を循環
して各組織に酸素を送り届ける役割を担う。鉄が不足すると赤血球成熟が十分に進まない
ため、赤血球中のヘモグロビンの合成率が下がり、赤血球が未熟になりその結果貧血を引
き起こす。また肝臓で鉄は貯蓄鉄の形で蓄えられる。鉄は、エネルギー代謝、筋収縮、肝
臓の解毒作用、にも係わっている。また、月経血による損失と妊娠中の需要の増大が必要
量に及ぼす影響は大きい。
WHO による一般成人女性の貧血の基準であるヘモグロビン濃度（12 g/dL 未満）に従うと、
日本人の成人女性の４人に１人は貧血状態にあるといえる。「日本人の食事摂取基準（2010
2

年版）」において、鉄に関しては成人男性（30～49 歳）の推定平均必要量は 6.4 mg/day、
推奨量は 7.7 mg/day、成人女性（30～49 歳）の推定平均必要量は 8.9 mg/day、推奨量は
10.7 mg/day、15 歳以上の許容上限量は 0.8 mg/kg･day である。
このように鉄は人間の生活に欠かせないミネラルである。人間は食事により鉄を補充し
なければならない。鉄を含む食品としては、魚介類や海藻類等が挙げられる。また牛レバ
ー（4.0mg＊）や卵黄(1.8mg＊)、おろしにんにく（0.7mg＊）、ごま（9.6mg＊）等も鉄を多く含
む。海藻類では、アオノリ（74.8mg＊）、乾燥わかめ（2.6mg＊）、ヒジキ（55.0mg＊）、いわの
り（48.3mg＊）、焼き海苔（11.4mg＊）、干しのり（10.7mg＊）、味付けのり（8.2mg＊）、素干し
こんぶ(3.9mg＊)等が鉄を多く含むことが知られている。
＊ 数値は 5 訂日本食品標準成分表によるもので、100ｇ当たりに含まれる量を示す。
＜引用・参考文献＞
2. 厚生労働省編．「日本人の食事摂取基準（2010 年版）」．2009

３. 鉄の定量分析の方法について
スジアオノリ生鮮品の灰化方法と、原子吸光法による鉄定量方法を述べる。
食品中の食品添加物の定量法として、厚生省環境衛生局食品化学課編．「食品中の食品添
加物分析法」
（講談社サイエンティフィク、東京．1982）に紹介されている方法を参考にし
て、スジアオノリ生鮮品中の鉄含有量測定手法を検討した 3)。
「食品中の食品添加物分析法」では、食品添加物として承認されている鉄化合物（塩化
第二鉄、クエン酸鉄、クエン酸鉄アンモニウム、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、三二酸
化鉄、鉄クロロフィリンナトリム、乳酸鉄、ピロリン酸第一鉄液、ピロリン酸第二鉄液、
硫酸第一鉄結晶、ピロリン酸第二鉄、硫酸第一鉄乾燥物）について、原子吸光法により、
鉄として定量している。必要があれば係数を乗じて、鉄化合物それぞれの量を求めている。
食品中には天然鉄化合物が広く分布しているので、定量値は食品由来と添加された鉄との
合計値となることも記載されている。「食品中の食品添加物分析法」には、湿式灰化法と乾
式灰化法が記載されているが、本報では乾式灰化法を用いた分析結果を報告する。
３．１

準備する器具等

1.乳鉢
2.乳棒
3.分析天秤
4.磁性るつぼ
5.乾燥機（100℃）
6.ホットプレート
7.電気炉（550℃）
8.ガラス棒
9.フィルター
10.メスフラスコ（50 mL）
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11.ドラフト
12.原子吸光測定装置
[試薬]
1.硝酸（特級）
2.塩酸（特級）
3.鉄標準液（特級）
鉄標準品は、0.5、1.0、2.0、4.0 mg/L 程度の濃度になるように 0.1 N 塩酸で調製
する。
３．２

分析用試料の前処理・調製方法

３．２．１
1.

分析用試料の水分含有量の測定

スジアオノリ風乾品（図２）を切断し乳鉢ですりつぶし粉体を得る（図３）。

2. スジアオノリ粉体 1g を精秤し、あらかじめ恒量まで 100℃で乾燥しておいたるつ
ぼにいれる（図３）。スジアオノリ入りのるつぼを 100℃で 3 日間乾燥する。
3. 3 日後、スジアオノリ入りのるつぼを秤量し、再度 100℃で 3 日間乾燥する。
4.

3 日後、スジアオノリ入りのるつぼを秤量し、乾燥前の重量と変わらなければ
その値を用いる。乾燥前よりも重量が減じた場合は、さらに 100℃で 3 日間乾燥
する。乾燥前後で重量が変わらなくなるまでこの操作を行い、スジアオノリ風乾品
の水分含有量を算出する。

図３－１．スジアオノリ風乾品

図３－２．スジアオノリ粉体

３．２．２分析用試料の灰化方法
1. スジアオノリ粉体 5g を精秤しあらか
じめ恒量まで 100℃で乾燥しておいた
るつぼにいれる（図４）。スジアオノ
リ入りのるつぼをホットプレート上に
おき、1 h 加熱乾燥を行う。

図３－３．るつぼに入れたスジアオノリ粉体
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2. 次いでスジアオノリ入りのるつぼを電気炉に入れ、最初は室温から 550℃まで 1 h
かけて昇温し 550℃に達した後は 24h 加熱し試料の灰化を行う。
3. 天然海藻を試料とした場合、24h 加熱した試料が灰化されていないことが多く、
550℃での加熱処理後も黒色の塊が残る。不完全な灰化試料（図５）は 0.1 N 塩酸 50
ml を添加しても完全溶解できず、黒い沈殿物が懸濁物として残る。この懸濁物をフ
ィルターでろ過後、ろ液を原子吸光分析で鉄定量分析すると、鉄が定量されるが、
硝酸添加後再灰化物（8.に記載）から得られる鉄定量値の約 1/10 以下の定量値が得
られる。これは不完全な灰化試料の塩酸懸濁物中に鉄が残存していることを意味す
る。
4. そこで、るつぼ内の不完全な灰化試料に 6.5 N 硝酸 5 ml を加えて、不完全灰化物
を懸濁させ、ドラフト内に 1h 静置後、ホットプレート上で加熱し、蒸発乾固する。
次いで、懸濁物の蒸発乾固体が入ったるつぼを電気炉に入れ、最初は室温から 550℃
まで 1 h かけて昇温し、550℃に達した後は 24h 加熱し試料の灰化を行う。
5. 硝酸添加後の再灰化処理物の写真を図６に示す。冷却後、0.1 N 塩酸を 5 ml 加えて、
ホットプレート上で加温してかきまぜ、50ml メスフラスコに移し、全容を正確に 50
ml に調整し、試料液とする。

図３－４．不完全な灰化試料

３．３

図３－５．硝酸添加後の再灰化試料

原子吸光分析装置による試料中の鉄分析法

３．３．１

標準液の調製

1.濃度 1000 ppm の標準鉄溶液（0.1 N 塩酸）を 0.1 N 塩酸を用いて希釈し、濃度 0.5 ppm、
1.0 ppm、2.0 ppm、4.0 ppm の標準液を調製する。
2.ブランク(0 ppm)として 0.1 N 塩酸溶液を用いる。
３．３．２

測定法

1.原子吸光光度計の測定条件
光源：鉄中空陰極ランプ
バーナー：スリットバーナー
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燃料ガス：アセチレン－空気フレーム
測定波長：248.3 nm
2.検量線
検量線用標準液各種について原子吸光度を測定し、波高から検量線を作成する。
3.定量
試料液の原子吸光度を測定する。
試料液の波高から検量線により試料液中の鉄濃度（g/ml）を算出する。
海藻試料中の鉄含有量（μg/g）は次式により計算する。
鉄含有量（g/g）＝ C/(10xW)
ここで、C は試料液中の鉄濃度（μg/ml）、W は試料採取量（g）
＜引用・参考文献＞
3. 厚生省環境衛生局食品化学課編．「食品中の食品添加物分析法」講談社サイエンティ
フィク、東京．1982

４．分析例
４．１

原子吸光測定装置を用いた分析例

定量には標準試料を用い、原子吸光のピーク高さ濃度を算出する。 図４－１に原子
吸光分析装置による標準品と、海藻由来試料中の鉄分析例の結果を示す。

図４―１．原子吸光分析装置による標準品と海藻由来試料中の鉄分析例
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図４－２． 原子吸光法での標準鉄溶液の検量線
今回用いたスジアオノリサンプルの乾燥重量 100g あたりの鉄含有量は
1.4 mg であった。なお、スジアオノリ風乾品の水分含有率は 9.1％であった。

５．分析上の留意、注意点
海藻試料は出来るだけ乳鉢で細かく粉砕し、均一の粉体にしておく。
電気炉は温度が下がるまでは開放しない。
６．その他
特になし。
７．定量法に関する引用・参考文献
1. 厚生省環境衛生局食品化学課編．「食品中の食品添加物分析法」
講談社サイエンティフィク、東京．1982

-以上-
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