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ノート

平板型硝酸イオン電極による野菜汁液中硝酸

イオンの定量

伊藤秀和

キーワード 磁自主イオン，硝滋イオン電極，ノンサプレッサ

イオンクロマトグラフィ，葉菜類，根菜類

1 .はじめに

硝酸イオンは人のガン，糖尿病 メトヘモグロビン血症

の発生において議論されている (Santamar泊， 2006). 人

が摂取する硝酸イオンの 5""'9割は野菜由来といわれてお

り(孫・米山， 1996)，第44回FAO川THO合同食品添加

物専門家会議。ECFA) (1996)では「野菜は硝酸イオン

の重要な潜在的摂取源ということに気がついたが，野菜の

よく知られた利益と硝酸イオンの生体利用に関する野菜の

可能な効果に関するデータの不足から，野菜からの硝酸イ

オンの暴露を ADI(Acceptable Daily Intake : 1日摂取許

容量)と比較し，野菜に含まれる硝酸イオンの限度を直接

引き出すことは不適当である.Jという見解を示している.

このため，直ちに問題化することはないと思われるが，野

菜に含まれる硝酸イオンを低く抑えることは安心感を生

み，環境負荷も軽減できる.また，硝酸イオンは野菜の栄

養診新の指標としても重要である.

硝酸イオンの高精度な定量法として陰イオンクロマトグ

ラフィー CIC) (Ito et al.， 2005 ;建部・米山， 1995)が利

用されているが，装置は高価で分析に時間を要する.一方，

山本ら(1996)は野菜抽出液をイオン交換樹脂で精製後，

硝酸イオン電極を使って測定しその定量債はICによる

定量値と良く一致することを報告したが， イオン交換樹

脂による精製操作はコストおよび持聞を要する.小型反射

式光度計や平板型硝酸イオン電極は携帯が容易で、あり，現

場や試験研究機関などにおいて定量可能であるが， これ

らの定量値は希釈率の影響を受けたり， ICによる定量値

と一致しない場合がある(Itoet al.， 2003b ;建部・米山，

1995). 小型反射式光度計を使う定量法は試験紙反応60
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秒後に測定値が表示でき，数多く報告されている(浅井，

1998 ;千葉ら， 2000;建部・米山， 1995)が，定量可能な

濃度域が硝酸態として 5""'225ppmであるので，野菜汁液

を分析する場合は希釈して定量しなければならない.

平板型硝酸イオン電極を使う測定法に関して，汁液を希

釈せずに定量可能で、あるという報告がある.汁液を希釈せ

ずにそのまま定量出来れば希釈誤差，労力や精製コスト軽

減が可能となる.加えて，必要に応じて機器本体の校正を

行うことができることも特徴的であるが，平岡ら(1990)

は参照値として呈色法を採用していた.上述のように，皇

色法は野菜のような複雑なマトリックスを持つ試料では

希釈率が定量値に影響する場合があり，そのように誤差

が発生していたとしてもわかりにくい.硝酸イオンの分

析法開発が進んだ現在においては IC法等他の妥当性の高

いと考えられる方法を参照値として採用できる.また，硝

酸イオンの非破壊計測法も開発されてきている(Itoet al.， 

2003a ; Ito and Idezawa， 2006)が， ICでは分析に時間を

要し(例:Ito et al.， 2005)，装置本体が高価であるので，

平板型硝酸イオン電極等の安価な機器で、希釈せずに精度良

く定量できるのであれば，現場での非破壊計測値の確認も

容易となる.

そこで，本課題では希釈率の影響を受けない ICカラム

による定量値を基準(Itoet al.， 2003b， 2005) として，野

菜汁液中硝酸イオンを希釈せずに平板型硝酸イオン電極を

使って定量する方法の開発を目的とした.

2.材料および方法

1)試料

市販の野菜 35試料(チンゲンサイ A産地9，他産地 8，

ホウレンソウ 3，レタス 4，ブロッコリー4およびセルリ，

ダ、イコン，三寸ニンジン， コマツナ， ラディッシュ，キャ

ベツ，松阪赤菜各1)，長野県野菜花き試験場佐久支場に

おいて栽培された野菜3試料(ハクサイ 2，ブロッコヲ-

1)および藤原隆広博士により栽培されたホウレンソウ 1

試料，合計39試料を供試した.各野菜を搾汁して硝鍛イ

オンを抽出したが，葉身は搾汁率が低いため対象外とし，

搾汁が容易で搾汁率の高い茎や根を対象とした.チンゲン

サイ葉柄(外側から 3枚目の葉下部を直径40mmのコル

クボーラーを使って切り抜いたものに レタス茎(下から

1.5 cm)，ブロッコリー茎(下から1.5cm)およびハクサ

イ葉柄(外側の葉下部を直径40mmのコルクボーラーを

使って切り抜いたもの)はプラスチック製のニンニクおろ

し器を使っておろした後に遠心分離 (3000回転， 10分間)

した.ホウレンソウ葉柄およびコマツナ葉柄(下から 1""'

3cm)はにんにく搾り器を使って搾汁した.根菜類はジュー

サーミキサー (NationalMj-C36) のジューサーモードを

使って搾汁した.

2)平板型硝酸イオン電極による定量

平板型硝酸イオン電極はコンパクト硝酸イオンメーター

じ141(株式会社堀場製作所)を使用し， 2点校正を行った.

すなわち，硝盟主イオン 2000ppmの硝酸カリウム水溶液で
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分析も可能となる.

チンゲンサイ葉柄においては最も広い濃度範囲をサンプ

ワング、で、きた.チンゲンサイ葉柄，ホウレンソウ葉柄，

タス茎およびブロッコリー茎において， ICカラムによる

定量値と平板型硝酸イオン電極による定量値は良く一致

し，ペアの t検定の結果は 5%水準で、有意差はなかった

(図 1，2).チンゲンサイ葉柄においてはA産地と他産地に

グループ分けしても 5%水準で、有意差はなかった(図1).

その他の品自の分析結果を表1に示した. この場合も両定

量値は良く一致し両定量値の差はICカラムによる定量

値が7000ppm以下では2試料を除いて最大 600ppm程度

であった(国 1，2;表1)が，キャベツ茎や松阪赤菜の根

において平板型硝酸イオン電極による定量値はICカラム

よりもそれぞれ849，1635ppm高い値を示した(表1).

伊藤.平板型硝酸イオン電極による野菜汁液中硝酸イオンの定量
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校正を行った後に，硫酸ナトリウムの濃度を 0.02Nとし

た20ppmの同水溶液でスロープを調整した.高濃度被験

液では測定値がやや低くなるため，硝酸イオン 20ppmの

標準液に硫酸ナトリウムを加えて測定値を高めて，検量線

のラインを低濃度域に向かつてやや高く，高濃度域に向

かつてやや低くする(スロープの微調整)ことで広い濃度

範聞での適用を可能とした.2点校正後は添付のマニュア

ルに従って，その都度，硝酸イオン 2000ppmの硝酸カリ

ウム水溶液で1点校正を行った.測定時の試料容量は 50

μLとした.得られた搾汁液は孔径0.2μmのディスポーサ

ブルフィルター (Advantec，DISMIC-25CS020)を通した

後に，希釈せずにそのまま平板型硝酸イオン電極による定

量に供し，液晶画面表示値が7分間安定したときの値を定

量値とした.標準液や試料液の測定を行う前に，蒸留水を

滴下してセンサ部を洗浄した.

3) ICカラムによる硝酸イオン定量

HPLC装置は日本分光製を使用した.カラムはShodex

IC 1-524A (専用プレカラム ShodexIC IA-Gを接続，昭

光通菌株式会社)，溶離液は 1mMフタル酸 (pH4.3)・1

mLlmin，カラム温度は40
0

C，検出は電気伝導度検出器を

使用した.得られた汁液を 100倍希釈後， 20μLを注入し，

l点検量線法により定量値を算出した(Itoet al.， 2005). 

4)統計解析

チンゲンサイ葉柄 (n=9(A産地)， n=8 (他産地))， 

ホウレンソウ葉柄 (n=4)，レタス茎 (η=4)およびブロッ

コリー茎 (η=5) における ICカラムによる定量値と平板

型硝酸イオン電極による定量値はそれぞれぺアの t検定に

かけた(池ケ谷ら， 1988). 

3.結果と考察

採用したICカラムはノンサプレッサ型であり，既存の

HPLC装置を利用できるので サプレッサ型のようにサプ

レッサや専用機を必要としない.本カラムを使用する場

合，標準溶離液組成 (2.5mMフタル酸， p註4.0) (Shodex 

webサイト)では硝酸イオンとシュウ酸イオンのピークが

重なるが，溶離液を希釈するC1mMフタル酸， pH4.0) 

と両イオンの分離が可能となる(Itoet al.， 2003b ;安井ら，

1992).さらに， pHが4.0ではクヱン酸と硝酸イオンのピー

クが重なることが判明したので，溶離液の pHを4.3に変

更した.また，硝酸イオンに関して本法は感度のより高い

サプレッサ型を使用しなくても充分な感度を有する(Itoet 

al.， 2005). 

平板型硝酸イオン電極を使った測定は1点あたり平均し

て15分程度で、あった.使用を継続するとセンサの反応、が

遅くなって定量値が高くなりやすい(Itoet al.， 2003b)の

で， より正確に定量するためにはその時にセンサ部を更新

する必要がある.

被験液中に破砕された微粒子を含むと定量値が高いまま

になりやすいので，ディスポーサブルフィルタを通した.

時間を要するろ紙を用いるろ過は省くことができ，また，

搾汁液のロスを少なく抑えることが可能となるため，徴量
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表 1 その他の葉根菜類における ICカラムおよび平板型硝酸イ

オン電極による硝酸イオンの定量値

ICカラム 平版型硝酸
(ppm) イオン電極 (ppm)試料

セノレリ 4378 4500 

ダイコン 1047 1200 

三寸ニンジン 222 290 

コマツナ葉柄 4876 5000 

ラディッシュ 1461 1800 

ハクサイ葉柄1 1580 1600 

ハクサイ葉柄2 3314 3400 

キャベツ茎 2651 3500 

松坂赤菜根 2165 3800 

れら 2つの試料はいずれもアブラナ科野菜であり，生試料

破砕時にチオシアン酸イオンを生成する可能性 (Gmelin

and Virtanen， 1961)が考えられる.チオシアン駿イオン

は硝酸イオン選択性膜において感度が高い場合がある (Lin

et al.， 2005) ので，生成濃度が高い場合に硝酸イオンとし

て検出され，定量値が高くなることが考えられたが，今後

の取り組みが必要である.

4.結論

平板型硝酸イオン電極による定量値はノンサプレッサ

ICによる定量値とよく一致したので¥分析試料によって

はノンサプレッサ ICの代わりとなりうる.平板型硝酸イ

オン電極においては野菜汁液を希釈せずに定量可能であ

る. しかし，キャベツ試料のように，平板型硝酸イオン電

極による定量値は明らかに高くなることがあるので，今後

は定量値が不一致となる原因を解明し， より良い定量法の

開発に役立てたい.
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