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報文

市販アーモンド粉末におけるカビ分布とアフラトキシン
　　　　　　　　　　　　　　汚染原因菌の解析

（平成18年12月8日受理）
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川

馨

　　The　fungal　population　and　distribution　of　aflatoxin－producing　fungi　in30samples　of　im－

ported　almond　powder　products　purchased　from　retail　markets　were　examined　in　this　study．

Total　counts　of　fungi　ranged　from　under1．0×10colony－forming　units（CFU〉／g　to8．5×103CFU／g

as　determined　with　the　dilution　plating　technique．　The　predominant　fungi　in　the　mould－

contaminated　almond　samples　werez4sρg名gπZ麗s　n¢gθ7，。4．伽％s　and　the　relate（i　species，Pg勉cπ」伽n，

αα40sρo吻窺andRh乞goρ鋸s．

　　Aflatoxin－producing　ability　in　the　isolates　of∠4．ガα働s　and　related　fungi　were　teste（i　by　thin

layer　chromatography　using2％yeast　extract　and15％sucrose　broth　culture．Four　different

aflatoxigenic　fungi　were　detected　in　the．isolates；aflatoxins　BI　and　B2were　produced　by　some

strains　oL4．ガα∂z‘s　and　z4．ヵ‘z7漉soJθ猶o麗g伽祝s，and　aflatoxins　B1，B2，G1，G2were　produced　by　all

teste（1strains　oL4．ραγαs伽o初s　and　z4．％o？n勿s．　Identiflcation　of　the　strains　was　base（i　on

morphological　and　metabolic　characters．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　December7，2006）

1【ey　words：アーモンドalmond；カビ分布fungal　populations；アフラトキシンa且atoxin；アフラト

　　キシン産生菌a飴toxin－producing　fungi；！4s餌喀昭欝4α捌ε1且εか㎎魏％s％o雁％sJ3餌㎎ぎJJ％ε

　　カ‘Z7αS髭∫0％S；ノ1Sカczg〃伽S1）α7漉soZθ70渉乞9¢η％S

　緒　　言
　アーモンド（P剛肱sα窺yg面Z麗s）は，中東地域原産のバ

ラ科の落葉高木性の植物で，その果実内の種子（核果）を

食用とするナッツ類の一種である．スイートアーモンド

（P．α規yg面Z硲var。伽観s〉は，主としてアメリカ合衆国，

カリフォルニァ州で栽培されており，ビターアーモンド

（P。α窺yg4α勉svar．α㎜伽α）は，イタリア，スペインなど

のヨーロッパ諸国およびイランなどの中東地域で栽培され

ている1〉．

　わが国へは，ホール状態のアーモンド種実として輸入さ

れることが多く，製菓材料としてスライス，ダイス，アー

モンドプードル（粉末）などに加工して市販されている．

＊連絡先

1東京家政大学：〒173－8602板橋区加賀1－18－1

2独立行政法人農林水産消費安全技術センター，肥飼科安全検

　査部：〒330－9733さいたま市中央区新都心2－1

　輸入量は，年間およそ2万トン前後であるが，カビ毒

のアフラトキシンにより汚染されることがあり，1972年

以来，落花生，ピスタチオナヅノなどとともに，輸入ナッ

ツ類の規制の対象となっている2），輸入アーモンドに対し

ては食品衛生法に基づく命令検査が実施されるほかに，国

内流通中のアーモンド製品を含むナッツ類についても，汚

染の原因菌3）や汚染実態調査4）がなされているところであ

る．

　今回の研究では，製菓原料として市販されているアーモ

ンドの粉末製品30点にっいてアフラトキシン汚染の原因

となる・4幼醐g鰯総伽捌s近縁菌の分布にっいて検討した

ところ，アフラトキシンB群（B1，B2）産生菌のみならず，

　G群（G1，G2）を同時に産生する菌などに，多様な形態的

性状を示す産生菌が存在することを明らかにしたので報告

する．
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　材料および方法

　供試した市販製品：菌分離の対象としたアーモンド試料

は，東京都，埼玉県，神奈川県の市場から，包装された

アーモンドプードル（粉末）を購入収集した30点であ

る．それらのうち，A－7，A－8；A－17，A－23，A－24，A－25；A－

34，A－35，A－36の各組み合わせの試料は，カビ分布など

の再現性を確認するために，同一銘柄の製品にっき購入時

期を変えて収集したものである．

　製品のなかには脱酸素剤が封入されていたので使用の有

無を記録した．

　菌分離法：包装製品についてはよく混和したのち，無菌

的に10gを秤量し，滅菌したポリ袋（ストマフィルター）

に入れ，滅菌済0．1％ペプトン水90mLを加えて1分間

ストマッカー処理しで希釈原液を作製した．さらに希釈原

液1mLを9mLの0．1％ペプトン水入り試験管に加え・

試験管ミキサーにかけて100倍希釈液を作製した．

　各希釈液0．5mLずつを，あらかじめ固化した分離培地

の平板2枚に塗抹培養した．培地には，Dichloran－Rose

Benga1－Chloramphenico1（DRBC，Oxoid）培地，Aspergiト

1us　Flavus－Parasiticus　Agar（AFPA，Oxoid）培地を併

用し，25℃，7日間培養した．カビの出現した平板培地

は，実体顕微鏡下で観察し，、4砂2？g班欝ガα膨sおよび関

連菌株を釣菌してPotato－dextrose－agar斜面培地に採り，

同定およびアフラトキシン生産性などを調べるための試験

菌株とした．

　アフラトキシンおよびその他の代謝物の産生能試験：

。4．伽捌sおよび関連菌を，2％酵母エキス（Difco），15％

ショ糖を組成とするYES液体培地（YESbroth）を7mL

ずっ分注した綿栓付き試験管に接種，斜面の状態で30℃，

7日間培養した．培養終了後，培養ろ液の0．5mLをサン

プルチューブに採り，TLCによるアフラトキシンなどの

代謝産物の定性試験用の試験溶液とした．

　TLCの条件は，シリカゲル60プレート（Art．L　O5721，

Merck〉を用い，試験溶液10μLを塗布し，標準アフラト

キシン混液（Sigma　A9441）とともに展開溶媒クロロホル

ムーアセトンー一ヘキサン（85：15：20〉で展開し，360nm

の紫外線灯下でアフラトキシンの産生性を確認した．

　サイクロピアゾン酸の検出には，試験溶液の10μLを

シリカゲル60プレートに塗布して，標準品（Sigma
C1530）とともに，展開溶媒：トルエンー酢酸エチルーギ酸

（TEFl5：4：1〉，またはベンゼンー酢酸エチルーメタノール

（BEM；90：5：7）にて展開したのち，エールリッヒ試薬

（4－dimetyLaminobenzaldehyde　in96％EtOH）を噴霧し

て風乾してから，さらに50％硫酸を噴霧し，青紫色の発

色によりサイクロピアゾン酸を検出した．

　アスペルギリン酸の産生能は，供試菌株をAFPA培地

に植菌し，集落裏面がオレンジ色に発色することで確認し

た，

　供試試料のアフラトキシン分析法：アーモンド粉末試料

のアフラトキシンの定量法は，厚生労働省通知（食監発第

0326001号）5）に準拠した．

　試料20gをひょう量して，アセトニトリルー水（911）

50mLを加え，30分問振とう抽出を行った．抽出液を遠

心分離し，上澄液を多機能クリーンアップカラム（Multi－

Sep226A飴Zon＋，Romer　Labs。）による精製を行い，最

初の流出液の約1mLを採った．

　流出液の0．5mLを正確にスクリューキャップ付き褐色

試験管に入れ，減圧濃縮して溶媒を除去した．残留物にト

リフルオロ酢酸0．1mLを加え，栓をして15分問放置し

た後，水一アセトニトリル（9：1）0．9mLを正確に加えか

くはんし，ポリプロピレン製遠心沈殿管に入れて5，000g

で5分間遠心分離した上澄み液をHPLC用の試料溶液と

した．

　HPLCの装置および条件は下記のとおりである．

　装置：高速液体クロマトグラフ；Agilent1，100

　　　　Series（LC－04）

　カラム：Mightysil　RP－18GP（関東化学4、6mm　i．d．×

　　　　250mm，5μm）
　カラム温度：40℃

　溶離液：アセトニトリルーメタノールー水（1：3：6）

　流速：1．OmL／min

　注入量：20μL

　検出器：蛍光検出器（励起波長365nm，蛍光波長450

　　　　　nm）

　結　　　果

　市販アーモンド粉末におけるカビ分布：供試したアーモ

ンドプードル製品は，Table1に示したように，主として

アメリカ産と記載されたものが21点と最も多かったが，

1．0×103CFU／gを超えるカビ類が検出されたものが6

点，8．5×102CFU／gのカビを検出したものが1点で，約

半数の市販品におけるカビの検出量は少なかった．イタリ

ア産は試料数が2点のみであったが，1点のA－33から

L5×103CFU／gのカビ類を検出した．スペイン産の試料

からは主として酵母を検出した．残る18点では，極めて

少量のカビ・酵母が検出されるものが15点，菌類が未検

出の試料が3点であった．

Table1．Detection　of　fungi　in　commercial　almond

　　powdersample

　　　　　　　Deoxi－
　　　No．of　dizerOrigin
　　　sample　apPlica－

　　　　　　　tion

Detected　fungal　counts（CFU／g）

　　　　9．OX102一
＞1．0×103　　　　＜1．0×10
　　　　LO×102

U．S、A、

Italy

Spain

Unknown

21 Yes
No
Yes
No
Yes
No

6

1

3

1

1

10

4
1

3

Tota1　　　30 10 2 18
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Table2．Distribution　of　fungi　in　selected　almond　powder　samples（CFU／g）

SampleNo． Total 且。ノ7α”％s＊ 。4．痂9召7 CJαdosρoπ％㎜ Pθn歪oπ泥窃規 1～ん捻of）％S

A－7

A－8

A－l　l

A－17
A－23

A－24
A－25
A－33
A－34
A－35
A－36

7．2×103

8．5×103

4．5×103

3．2×103

3．3×103

L1×103

8．5×102

1．5×103

2．4×103

4．9×103

3．6×103

2．5×102

5．0×102

3．5×10

1．4×102

1．3×102

L4×102

9．0×10

1．0×102

3．0×10

4．0×10

4．7×103

3．6×103

2．9×102

3．6×102

3．1×102

2．2×102

2．7×102

1．5×10

3。1×102

3．7×103

1．9×102

　＿＊＊

6．0×10

2．7×102

4．4×102

1．0×102

6．5×10

1．0×102

1。0×102

5．0×10

4，0×10

8．5×10

L3×102

9．0×10

5．5×10

3．0×102

1．5×10

1．0×102

1．5×102

5．0×10

6。0×10

3，0×10

8．0×10

6．5×10

8．0×10

4．5×10

1．6×102

1、2×102

＊inclu（1ing／ls1）θ猶9記♂％s刀αび％8an（1related　species；＊＊一：not　detecte（1

Table3。Inci（1ence　of　aflatoxigenic　fungi　and　aflatoxins　in　almomd　samples

Sample

　No。

∠4．伽昭sand
relate（i　fungi

Aflatoxin－producing　fungi Aflatoxins（ng／9）

No．of
teste（1

No．of　aflatoxin

positive　strains
B1 B2 G亙 G2

A－7

A－8

A－17

A－23

A－24

A－25

A－34
A－35

A－36

2．5×102／g

5．0×102／g

1．4×102／g

1．3×102／g

1．3×102／g

9．0×10／g

1．0×102／g

3．0×10／g

4．0×10／g

9
10

3

15

10

10

10

8

8

9（B1，B2）

10（B1）

2（B1，B2，G互，G21）

　（BI，B21）

7（B1，B2，G1，G26）

　　（B1，B21）

7（B1，B2，Gl，G23）

　　（B1，B24）

6（B1，B2，G1，G24）

　　（B1，B22）

5（Bl，B25）

3（B1，B2，Gl，G22）

　　（BI1）

4（B1，B24）

2．0

2．0

0．1

ND

ND

ND

0．5

0．6

2．1

0．8

0，7

ND

ND

ND

ND

ND
ND

0．3

ND
ND
ND

ND

ND

ND

ND
ND

ND

ND＊

ND
ND

ND

ND

ND

ND
ND

ND

＊ND：not（ietected

Tab亘e4．Morphological　an（1metabolic　characters　of　aflatoxigenic　isolates

Strain　No． Identification
Colonycolor

on　ME　agar

Sclerotia

formation

Aflatoxins

B1 B2 G1 G2
CPA＊＊

A－23－3

A－23－6

A－23－12

A－23－13

A－24－1

A－24－3

A－25－4

A－25－7

A－25－9

A－34－1

A－34－2

A－35－1

A－35－8

A－36－2

！1．1）α名αsπ∫o％s

z4．伽躍s
1窪．η0”¢∫％S

／1。η0”¢歪初S

／1．∫）α名αs髭歪c％s

且，伽働s
／1。∫）α名αs髭¢6％s

メ4．伽棚s

ノ吐。η0郷∫％S

且，1）α7∂∫soJθ箔0オ∫9¢π％S

／1。1）α7∂乞soJθZO記9（3η財S

且。ρα7”づ30」θ箔0あ90π祝S

且。1）α7αs髭∫o％s

且，伽施s

dark　green

yellow　green

yellow　green

yellow　green
dark　green

yellow　green
dark　green

yellow　green

yellow　green
purplish　grey＊

purplish　grey＊

purp1王sh　grey＊

dark　green

yellow　green

none
large　scl．

barrel　sc1．

barrel　scl．

none
large　sc1，

none
none
barrel　scl．

small　sc1．

small　scl。

small　sc1．

none
largescl．

十

十

±

十

升

十

升

升

升

骨

什

骨

什

粁

升

升

昔

十

什

荘

十

十

十

±

十

十

十

十

十

十

升

十

十

十

十

十

＊poor　spQrulation；＊＊CPAl　cyclopiazonic　acid

　市販製晶に，原産国の記載のないものが6点あったが，

A－34，A－35，A－36の3点は同一銘柄で販売店の類似製品

の記載から，アメリカ産と推定されるものであった．

　ちなみに，供試試料には肉眼的に検知できるカビ発生は

認められなかったが，カビの増殖抑制の目的で使用したと

想定される脱酸素剤の使用の有無と出現菌量との関係は明

らかではなかった．
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Plate

Fig．1．

Fig．2．

Fig．3．

　Fungal　colonies　develope（1from　almond　sample　on　Aspergillus　Flavus　an（1Parasiticus　agar（AFPA）incubate（1

for48hr　at30。C．且s1）（互9πJz‘s』冠αびz6s　an（l　relate〔i　species　pro（iuce（l　orange　colors　in　the　reverse．

　。4sヵ2zgゼ蜘s伽捌s（left）and　z4．ρ伽αs魏o％s（right）on　MEA，25℃，7day　culture．

　五sρ醐g∫JJ％sπo漉％s（1eft）and。4．卸7漉soJθ猶漉gθη％s（right）on　MEA，25℃，7day　culture．
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　特定試料におけるカビ汚染量とアフラトキシンの産生

菌：供試したアーモンド粉末試料のうち，lgあたり103

CFUレベルのカビ検出量が見られた11点の試料にっい

て主な出現菌をTable2に示した．。4．ガ伽％s近縁菌は

10点の試料から分離されたが，すべて5．0×102CFU／g

以下のレベルであり，極端な高度汚染試料はなかった．

　。4．ガα働s近縁菌以外の菌類は、4．勉g醐CJα40sρ07勿窺，

飽η魏Z伽7n，Rh如卿sなどが主な出現菌であった．

　なお，供試試料の項で示したように，A－7とA－8の試

料は，同一銘柄の製品を購入時期を変えて収集したもの

で，A－17とA－23，A－24，A－25も同一銘柄のアメリカ産

アーモンドである．また，A－34とA－35，A－36の試料も

同様に同一銘柄の製品について購入時期を変えて試験した

ものであって，互いに類似したカビ分布が認められた，

A－33の試料はイタリア産で，他の試料とは菌分布が異

なっていた．

　これらの試料では，R雇zo卿s，ルf鷹07のような，培地上

での生育の速い拡大性のカビ類が存在した場合，・4，

刀α捌sの純粋分離にはDRBC培地が適していた．一方，

。4．伽棚sなどの選択培地であるAFPA培地は，拡大性の

菌類が存在していても集落の裏面がオレンジ色に発色する

且．伽捌sおよび近縁菌の計測が可能であった（Plate　Fig．

1）．

　アフラトキシン産生菌の検索とアフラトキシンの検出：

アーモンド粉末から分離した且．伽捌sおよび関連菌種に

ついては，YES－brothTLC法によりアフラトキシンの産

生性にっいて検索した結果と対応する試料におけるアフラ

トキシン検出量をTable3に示した．

　A－7およびA－8試料からは，それぞれ2．5×102CFU／g，

5．0×102CFU／gの丑。伽働sが分離され，供試株のすべ

てがB群を産生し，試料からB群アフラトキシンを検出
した．

　A－17試料と同じ銘柄の製品のA－23，A－24，A－25の3試

料は同一のロット番号が記載されたもので，よく似た菌分

布を示し，分離菌にはB群アフラトキシン産生菌の。4．

伽捌sとB群，G群を生産する且．pαzαs痂o総，且．πo痂％s

が共存していた．この銘柄の製品からは，A－17試料に

0．l　ng／gの微量なアララトキシンB1を検出したにすぎな

かった．

　一方，別の同一銘柄製品のA－34，A－35，A－36の各試料に

おいては，z4．ガα捌s，丑．ρ砺αs痂o％s，且。ρα7画soJ卯oオ匁θ一

η総が検出された．これらの試料からはアフラトキシン産

生菌の比率が低いにもかかわらず，化学分析においてはそ

れぞれB1量として0．5，0．6，2．lng／gのアフラトキシンの

汚染を認めた．

　供試A．だαoμs近縁菌の形態および代謝産物の解析：

．z4sραg観麗ガα捌sとその近縁菌の正確な分類・同定は難

しいが，本実験では，標準的な寒天培地（Malt　ext．agar，

Oxoid）に培養した供試菌の集落の色調，培地上の黒色菌

核の形成の有無と形態，およびYES－brothにおけるアフ
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ラトキシン，サイクロピァゾン酸などの代謝産物の産生性

を指標6）とレて菌株の識別，同定を行った．

　アーモンド由来の代表的な14株のアフラトキシン産生

菌の形態および代謝産物による識別結果をTable4に示
した．

　最も標準的な・4．伽膨sは，黄緑色の集落で，大型球形

の菌核を形成するが，菌核の形成が見られない菌株も多数

存在した（Plate　Fig．2）．菌核形成の有無とアフラトキシ

ンの産生性とは直接の関係は見られなかった．

　・4．ヵ伽αs漉6麗と同定した菌株は，暗緑色の集落で，菌

核の形成は認められず（PlateFig．2），供試菌株のすべて

がB群およびG群のアフラトキシン類を産生した．

　・4．ηo禰粥と同定した菌株は，黄緑色の集落で，特徴

的なたる型の菌核を形成し（Plate　Fig，3），B群，G群のア

フラトキシンを産生した．

　また，黄緑色の分生子の形成が不良であり，小型の菌核

を多数形成する菌株（Plate　Fig．3）が分離され，且．ρα7∂毎

oZ27襯g¢％sと同定したが，主としてアフラトキシンB1，

B2を産生した．

　サイクロピアゾン酸は，且．伽捌sおよび近縁菌の識別

に有用な代謝産物とされており6），トルエンー酢酸エチルー

ギ酸（5：4：1）の展開溶媒では，展開後の発色試薬の噴霧

により青紫色に発色し，TLC上でテーリングしたが，ベ

ンゼンー酢酸エチルーメタノール（90：5：7）の展開溶媒では

原点にとどまった．

　、4．ガα膨sの培養より得た試験溶液の薄層クロマトグラ

フィでは，サイクロピアゾン酸の標準品と同様の発色が明

瞭に認められて産生性を確認したが，且．ηo煽郷と且。

p俳αS痂o欝にはサイクロピアゾン酸の産生性は認められ

なかった．

　一方，。4．pα漉sozθ7傭gθ郷sとした小型菌核を形成する

菌株は，サイクロピアゾン酸の産生菌であった．

　以上の培養上の形態および代謝産物のプロファイルから

輸入アーモンド粉末には，多様なアフラトキシン産生菌が

存在することを明らかにした．

　考　　　察

　1．市販アーモンド粉末の菌分布

　アーモンドのアフラトキシン汚染に関しては，スイート

アーモンドの主産地であるアメリカ・カリフォルニアの農

務省研究機関により，1970年代から調査研究がなされ

て，主としてB群アフラトキシンによる汚染が多いが，

ときにG群も同時に検出されることがあり7），汚染原因菌

として。4．伽捌sとともに一A．ヵ郡αsπ∫o麗も関与するとし

ている8）．

　・4．ガα微s以外の菌類の分布状況についても収穫直後か

ら貯蔵期間中のマイコフローラの変化にっいて調査され

て，丑．窺g畝R伽0卿Sなどは調査期間を通じて優占的に

存在し，ときにCJ磁os加7勉窺，飽η乞oづZZ勿窺，yeastが高頻

度に検出されるが，昆虫の加害を受けた試料は別として，
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通常は。4．伽側sなどの検出頻度は高くないと報告してい
る9〉．

　今回の輸入試料における菌分布の調査結果から見ると，

生産地で見られる菌類の種類とほぼ同様の菌分布である．

検出菌数も，総菌数が103／gレベルとなった対象試料は

特にカビ汚染が著しいものではないことが確認できた．

　一方で，供試粉末試料30点において検出菌数が極端に

少ないか不検出の試料が18点見られたが，菌数の減少が

袋包装内に使用されていた脱酸素剤の効果によるものか，

あるいは，元来菌の少ない種実を原料として製造されたも

のか，今回の調査では明らかにできなかった．今後の課題

として，包装材料の通気性の有無を含めて，脱酸素剤の有

効性を実験的に検討する必要があると考えられた．

　2．アーモンド粉末におけるアフラトキシン産生菌

　今回供試したアーモンド粉末は，原料としての種実の段

階で，輸入港におけるアフラトキシン検査を合格したもの

を加工して製品としたものであるが，種実類のアフラトキ

シン汚染は粒単位の局在的な汚染であることからlo），すべ

ての汚染粒を排除することは困難である．

　供試試料からのアフラトキシン検出量はB1として2．O

ng／g（ppb）前後であり，規制値BI　lO　ppb以下には適合

するものである．しかしながら，生菌としてのアフラトキ

シン産生菌が存在し，B1，B2の産生菌。4．伽臓sなどのほ

かに，B群とともに，G1，G2のG群を産生する且．餌名αsゼー

漉粥，且．πo痂麗が存存することが明らかになった．

　したがって，輸入後の種実においても不適切な保管条件

に遭遇すればこれらの菌の増殖によって，アフラトキシン

の汚染レベルが増加する可能性があり，またB群のみな

らずG群アフラトキシンの同時汚染もありうると示唆さ

れた．

　微量ながらアフラトキシンB1を検出したA－34，A－35

の試料からは，Bl，B2を産生する，小型の菌核を多数形成

して，分生子の形成が不良な菌株が得られたが，これら

は，Saito・Tsuruta11）によって報告されている且．伽捌s

var．♪α7”∫SCε2γ0渉∫g¢翻sに相当する菌であった．菌名につ

いては，最近のFrisvadら12〉の知見に基づき，変種とせ

ずA．♪α漉soZε7罐gθη麗とした．

　穀類，種実類にアフラトキシン汚染をもたらす菌類は，

従来A．伽棚s，且．ρ砿αs痂o粥の2菌種と考えられてきた

が，今回これらの菌種に加えて，アーモンド粉末から分離

したアフラトキシン産生菌に，土壌由来菌とされる菌核を

形成する。4．御漉so妨罐g2n欝や且。no痂総が検出され

たことは，菌核が耐乾性，耐熱性を有して，環境条件が悪

くても生残する菌組織であることを考慮すると食品のカビ

毒汚染原因菌として注意を払う必要がある．

　ちなみに，代表的な産生菌株にっいてAFPA培地に接

種したところ，z4．伽施s，。4．御獅soJ¢7罐gθ肱sおよびz4．

ρα名αs痂o麗は，すべての供試菌株において30℃，48時間

の培養条件で，代謝産物のアスペルギリン酸と培地中のク

エン酸鉄との反応による6），培地裏面に特有のオレンジ色

の発色が認められた．しかし，。4．ηo雁％sとした3菌株

は，48時間培養では発色せず，96時間培養でオレンジ色

が出現したので，分離培地としてのAFPA培地の適用に

注意が必要であった．

　ま　と　め

　市販されているアーモンド粉末30試料につき，希釈培

養法にてDRBC培地，AFPA培地を併用してカビ分布を

調査したところ，9試料から1．1×103～8．5×103CFU／g

のカビ類が検出された．主な出現菌は。4sρ醐g昭欝勉g醗

z4．4α％sとその近縁菌，Pθ％観薦％〃z，CJα40sρo■∫％窺，ノ～h乞一

之o卿sなどであった．

　これらの試料から分離した丑。伽棚sおよび近縁菌90

株にっいて，YESbroth－TLC法でアフラトキシン産生性

を検索したところ，主にアフラトキシンB1，B2を産生す

る且．伽棚s，且．ρα漉s惚7襯gθπ麗のほかに，B群ととも

にG群を産生する。4．ρα7αs痂o％s，。4．ηo吻％sなどの多様

なアフラトキシン生産菌の存在が確認されたことから，保

管条件によっては，輸入アーモンドにはB群アフラトキ

シンのみならず，G群の同時汚染の可能性が示唆された．

　アフラトキシン生産菌を分離した試料9点中6点から

0．5～2．1ng／gのB1，0．3～0．8ng／gのB2を検出したが，

いずれもわが国の食品衛生法による規制値以下であった．
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