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安定同位体比分析および微量元素分析による

湯通し塩蔵ワカメの産地判別

鈴木嫡生子1* 圏分敦子2 絵面智宏2 中山和美2

1独立行政法人農研機構食品総合研究所食品分析研究領域

2理研ビタミン株式会社 品質保証本部食品分析センター

Tracing the Geographical Origin of Boiled and Salted Wakame (Undariaρinnatijid，α) 

Using Trace Element and Stable Isotope Analyses 

Yaeko SuzukP*， Atsuko Kokubun2， Tomohiro Edura2 and Kazumi Nakayama2 

1 Analytical Science Division， National Food Research Institute， 2-1-12， Kannondai Tsukuba， Ibaraki 305-8642 

2 Riken Vitamin Co.， Ltd.， 1-3-3， Aoyagi， Soka， Saitama 340-0002 

We determined stable carbon and nitrogen isotopic compositions (δ13C田 dδ15N) and nine trace element 
abundances (Mg， P， Ca， V， Mn， Zn， Rb， Sr， and Ba) of boiled and salted wakame (Undariaρinnatijida) from South 
Korea， China， and two areas in ]apan， Sanriku and Naruto， to evaluate the utility of the combination of isotope and 
trace element analyses in the discrimination of the geographical origin of wakame. Wakame from Naruto was 
characterized by relatively higher O15N values than those from other areas， whereas the wakame from China had 
relatively higher abundances of Mg， V， Mn， Zn， and Ba. Based onδ13C and O15N values and trace element abundances 
(Mg， V， Mn， Zn， and Ba)， the wakame investigated was divided into the following three groups with respect to 
geographical origin: Naruto， China， and other areas (Sanriku and South Korea)， with 100% and 96% discrimination 
being achieved for Naruto and China， r巴spectively.No significant difference was found between wakame samples 
from Sanriku and South Korea. Thus， combination analysis of stable isotope composition and trace element 
abundance can be employed as a tool with great potential for the discrimination of the geographical origin of 
wakame. (Receiv巴d]un. 28， 2013; Accepted Nov. 22， 2013) 

Keywords:δ13C， o15N， Trace elements， Boiled and salted wakame (Undaria tinnatifida)， Geographical origin 
キーワード :δ13C，OI5N，微量元素組成，湯通し塩蔵ワカメ，産地判別

ワカメについては， 2008年から 2012年にかけて産地を

偽装して販売する問題が発生しており，科学的手法による

ワカメの産地判別の開発が求められている.先行研究で

は，微量元素組成や安定同位体比分析による国産ワカメの

産地判別技術が報告されている山微量元素分析の報告で

は，日本産および中国産の湯通し塩蔵わかめについて 6元

素 (Mn，Cu， Zn， Rb， SrおよびBa)を定量し， MnおよびBa

の濃度を用い，線型判別分析により判別関数を構築してい

る.判別関数による判別関数構築用試料の日本産の的中率

は99%，中国産の的中率は 96%であることが報告されて

いる1) しかし日本国内での産地判別技術の確立には至っ

ておらず，また，韓国産についてはデータがない.安定同

位体比分析では，炭素・窒素・酸素同位体比を用いて，国

産(三陸・鳴門)・中国産・韓国産湯通し塩蔵ワカメについ

て産地判別を検証しているそ鳴門産は窒素同位体比が有

意に高い特徴を示すことが分かつたが，三陸・中国・韓国

では有意差が見られなかった以上より，安定同位体比だ

けや微量元素組成だけではなく，複数の分析技術を総合し，

高精度な産地判別技術を開発することが求められる 本研

究では，鈴木らが安定同位体比を報告した日本(三陸産・

鳴門産)・中国・韓国の湯通し塩蔵ワカメについて，微量元

素組成を分析し，既報の安定同位体比分析の結果と合わせ

ることにより，産地判別の正確さの向上を検証した

1. 実験方法

国産ワカメについては，三陸産および鳴門産を収集した.

三陸産については小友，広田，普代より計45検体，鳴門産

については，北泊，北灘，鳴門町，福村，丸山，和田島，

里浦より計 64検体について，収穫時期である 2月から 3

月にかけて，それぞ、れの国の加工現場より素性の明確な湯

通し塩蔵ワカメ計 109試料を収集したそ輸入塩蔵ワカメ

l干305-8642茨城県つくば市観音台 2-1-12，2干340-0002埼玉県草加市青柳 1-3-3
本連絡先 (Correspondingauthor)， yaekos@affrc.go.jp 
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表 1 三陸産・鳴門産・中国産および韓国産湯通し塩蔵ワカメの炭素・窒素同位体比お

よび9元素組成 (Mg・P・Ca. V • Mn • Zn • Rb . Sr・Ba)の平均値と標準偏差

δ13C (%0) d15N (%0) P (mg/kg) V(μg/kg) 

地域名 Average lσ Average lσ Average lσ Average 1σ 

三陸 -17.5 2.1 l.3 2.0 1990 470 115 58 

鳴門 -16.6 0.9 10.8 l.1 1550 360 181 99 

中国 -17.5 l.8 3.0 2.5 2030 570 853 693 

韓国 -16.1 l.2 0.6 l.5 2270 590 178 110 

Mg (mg/kg) Ca (mg/kg) Sr (mg/kg) Ba (mg/kg) 

地域名 Average 1σ Av巴rage lσ Average lσ Average lσ 

三陸 3280 290 3950 580 305 55 3.2 l.0 

鳴門 2740 970 4050 840 375 97 4.5 l.8 

中国 6380 1520 5600 1720 425 152 17.2 9.6 

韓国 2760 750 3740 990 362 124 5.9 2.5 

Mn (mg/kg) Zn (mg/kg) Rb (mg/kg) 

地域名 Average lσ Average 

三陸 l.9 0.8 10.7 

鳴門 4.5 3.8 12.8 

中国 17.1 12.0 2l.8 

韓国 3.7 0.9 13.3 

としては， 日本国内に流通する中国産および韓国産につい

て，収穫時期である 2月から 5月にかけて，それぞれの固

の加工現場より素性の明確な湯通し塩蔵ワカメ計 101試料

(中国産 54検体，韓国産 47検体)を収集したそ

主食部であるワカメの葉体部分を分析対象とした 各検

体は，セラミックス製の包丁を用いて細かく切った後，定

温乾燥機(ヤマト科学.DK400)にて 1050Cで 10時間乾燥

させた.荒目 (5メッシュ程度)のプラスチック製のふる

いを用いて，塩分を除去後，セラミックス製のミルを用い

て粉末化した 粉砕試料をマイクロ波により湿式分解後，

誘導結合プラズマ質量分析計 (ICP-MS.Agilent7700)を用

いて.9元素組成 (Mg. P . Ca . V . Mn . Zn . Rb . Sr . Ba) 

を測定した. 9元素については，添加回収試験により，分

析の妥当性を確認した検出限界については，ブランク試

験測定値の標準偏差の 3倍とした定量においては，環境

組成標準物質としてひじき粉末(独立行政法人産業技術総

合研究所. 7405-a) を使用し，真度確認を行ったデータ

の統計処理については，エス・ビー・エス・エス株式会社

のSPSS16.0を用いて解析を行った正準判別分析のス

テップワイズ法を用いて分析を行い，判別に寄与する安定

同位体比および元素組成を選択した Leave-one-out cross 

validation法を用いて，判別モデルの検証を行った.

2. 実験結果および考察

三陸産・鳴門産・中国産・韓国産湯通し塩蔵ワカメの炭

素・窒素同位体比および9元素組成 (Mg. P . Ca . V . Mn . 

Zn . Rb . Sr . Ba)の平均値と標準偏差について表 1に示

lσ Average lσ 

l.6 l.9 0.2 

4.3 2.7 0.8 

8.3 3.1 l.5 

3.5 3.7 l.2 

す. 9元素の分析値の表示は，乾燥重量当たりの含有量で

ある 中国産については.Mg' Ba . Mn . V . Znの濃度が

高い傾向が得られた.諸橋らは，日本産および中国産の湯

通し塩蔵わかめについて 6元素 (Mn.Cu. Zn. Rb. Srおよび

Ba) を定量している 1) MnおよびBa濃度が日本産よりも

中国産の方が3倍高いと報告している.本研究結果におい

ても，同様の傾向が得られており.MnおよびBa濃度が中

国産の判別に大きく寄与すると考えられる 生長したワカ

メには中央に太い偏円状の茎状部(中助)があり，その左

右に羽状裂片の葉(葉体)を持つ 根(仮根)は葉体を固

定する役割のみで，栄養分を吸収する働きはなく，葉体で

栄養分の吸収などを行うそそのため，葉体中の微量元素組

成は海水中の成分を吸収すると考えられる.外洋域の海水

のミネラル組成は比較的一定であるが，陸域からの流入に

伴い，沿岸部では地域により大きく異なる.湾にはそれぞ

れ異なった河川|からの流入があり，それらの違いによる湾

の環境特性が見られると考えられるそ大越らは国産およ

び韓国産マガキについて微量元素組成を報告している.マ

ガキは主に内湾で養殖され，流域に鉱山や工場があれば，

それらに特有な元素や成分がカキに蓄積されるそ以上よ

り，ワカメにおいても各湾に流入する成分の違いなども含

めて生育環境の海水中の微量元素組成が異なることを反映

していると考えられる.

炭素・窒素安定同位体比分析の結果を用いて，三陸・鳴

門・中国・韓国の 4地域について，正準判別分析を行った.

固有値・寄与率・累計寄与率およびウイルクスのAを表2
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表 2 炭素・窒素同位体比の結果から得られた関数1および

関数 2の固有値・寄与率・累計寄与率およびウィルク

スの八

判別関数 固有値 寄与率 累積寄与率 ウイルクスのA

関数 1 5.434 97.6 

関数2 0.134 2.4 

97.6 

100.0 

0.137 

0.882 

X 

。

表 3 炭素・窒素同位体比の結果から得られた関数 Iおよび

関数 2の標準化された正準判別関数係数

Ol3C 
O
l5N 

1
i

一E
U

ハU

1
7

，、一
n
h
U

ハH
U

治

友

一

円

u
n
u

関

一

o
l

関数2

0.998 

-0.036 

関数1

図 l 三陸産 ・鳴門産・中国産 ・韓国産の湯通し塩蔵ワカメの炭素・窒素同位体
比による正準判別関数 lおよび関数2の判別得点分布図

に示す 判別関数によるグループの分離の程度を示す記述

的指標であるウイルクスの八の値を見ると ，関数 lは O.

137，関数2は0.882であり，関数 lの寄与率は 97.6%ある

ことから，相対的に判別に大きく寄与する情報が関数 lに

含まれていることを示唆している 表 lの関数 lおよび関

数2によって得られた判別得点をプロットしたものを図 l

に，標準化された正準判別関数係数を表3に示す.鳴門産

については窒素同位体比が寄与する関数 lの判別得点に特

徴が見られた 一方で、，炭素同位体比が寄与する関数2の

判別得点においては，一部の三陸産試料に特徴が見られる

が，大きな傾向は得られなかった.以上より，炭素・窒素

同位体比分析による 4地域の判別は，鳴門産のみが特徴を

示した 判別関数は以下の通 りである

関数 1: 0.041 [O'3C]十0.542[O'5N] -1.762 

関委文2: 0.641 [O'3C]一0.020[δ15N] + 10.951 

[O'3C]， [O'5N]:炭素同位体比および窒素同位体比例。)

表4に各地域のグループの重心の値を示す 判別得点の

値が，各地域のグループ重心と比較し，最も近い距離のグ

ループに属すると判定した.鳴門産の判別率は判別モデル

の検証結果， 98.4%の判別率となったしかし 三陸産，

中国産および韓国産の判別率は判別モデルの検証結果，そ

れぞれ 51.2%， 38.9 %， 55.8 %となり，判別は困難な結果を

示した.

炭素・窒素同位体比分析に 中国産の特徴が得られた 5

元素 (Mg・V. Mn . Zn . 8a)の組成を組み合わせ，三陸・

鳴門・中国・韓国の 4地域について，正準判別分析を行っ

た.ステップワイズ法によって， Znのみが削除され，炭

素 ・窒素同位体比と 4元素 (Mg・V'Mn' 8a)が有効であ

ると選択された.固有値・寄与率・累計寄与率およびウイ

ルクスのAを表 5に示す ウイルクスの八の値を見ると，

関数3は0.019，関数4は0.171，関数5は0.833であり ，関

数3と関数5の値の聞の差が大きい また，関数3と関数

4の累積寄与率は， 98.3%であり，関数3と関数4に，相対

的に判別に大きく寄与する情報が含まれていることを示唆

している よって，関数3および関数4を用いて判別モデ

ルの検証を行った 関数3および関数4によって得られた

判別得点をプロットしたものを図 3に，標準化された正準

判別関数係数を表 6に示す.関数3の判別得点のプラス方

向および関数4の判別得点のマイナス方向に窒素同位体比

の寄与が大きく，鳴門産が特徴的な分布を示した 関数3

および関数4の判別得点においてプラス方向に Mg'Mn

の寄与が大きく，さらに，関数4の判別得点のプラス方向
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にBaが寄与し中国産が特徴的な分布を示した これら

の元素は，表 1の微量元素組成において中国産を特徴づけ

る元素である そのため，炭素・窒素同位体比および4元

素 (Mg・V'Mn' Ba)の組成を用いて 4地域について正準

判別分析を行った 判別関数は以下の通りである.

関数 3・ 0.112 [813C] +0.606 [815N] +0.001 [Mg] 

0.00005 [V] +0.072 [Mn] +0.036 [Ba] -8.389 

関数 4:一0.165[813C] -0.205 [815N] +0.001 [Mg] 

-0.0005 [V] +0.055 [Mn] +0.060 [Ba] -4.943 

[Mg]. [Mn] . [Ba]・Mg.Mnおよび Baの濃度 (mg/kg)

[V] : Vの濃度 (μg/kg)

表 7に各地域のグループの重心の値を示す 判別得点の

表 4 炭素・窒素同位体比の結果から得られた関数 Iおよび

関数 2の各地域の判別空間におけるクループの童心

関数 I 関数2

三陸 1.760 -0.296 

鳴門 3.381 0.078 

中国 0.883 -0.347 

韓国 2.087 0.605 

表 5 炭素・窒素同位体比および Mg・V.Mn' Ba組成の結

果から得られた関数 3，関数4および関数5の固有値・

寄与率・累計寄与率およびウィルクスの八

半IJ別関数 固有値 寄与率 累積寄与率 ウィルクスの八

関数3 7.867 65.8 65.8 0.019 

関数4 3.883 32.5 98.3 0.171 

関数5 0.200 l.7 100.0 0.833 

値が，各地域のグループ重心と比較し最も近い距離のグ

ループに属すると判定した 鳴門産および中国産が特徴を

示し 判別モデルの検証を行った結果， 判別率は，鳴門産

で 100%，中国産で 94.4%の判別率となった.新たに微量

元素の情報を加えることで，安定同位体比分析だけでは困

難であった中国産の判別の可能性が示された 三陸産およ

び韓国産の判別率は判別モデルの検証結果でそれぞれ 80.5

%， 79.1 %となか炭素 ・窒素同位体比のみの判別率よりも

向上した しかし，相互に正準変量分布が重なり，今回の

表 6 炭素・窒素同位体比およびMg・V'Mn 'Ba組成の結

果から得られた関数 3および関数4の標準化された正

準判別関数係数

関数3 関数4

o13C -0.174 -0.257 

O
15N l.118 -0.378 

Mg 0.790 0.638 

V 0.019 -0.183 

Mn 0.478 0.366 

Ba 0.190 0.312 

表 7 炭素・窒素同イ立体比およびMg・V'Mn' Ba組成の結

果から得られた関数 3および関数4の各地域の判別空

間におけるグループの重心

関数3 関数4

三陸 -2.855 0.062 
H島門 2.579 2.276 

中国 2.083 2.847 

韓国 -3.612 0.235 

主
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図 2 三陸産 ・鳴門産 ・中国産・韓国産の湯通し塩蔵ワカメの炭素・窒素同f立体比および4元素組成

(Mg ・V'Mn' Ba)による正準判別関数 3および関数4の判別得点分布図
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結果のみで三陸産と韓国産を判別することは困難な結果と

なった.

以上より，炭素・窒素同位体比のみでは鳴門産のみが判

別可能であったが， 4元素 (Mg・V'Mn' Ba)の組成を組

み合わせることにより，中国産について判別の可能性が見

出されたこれまで一つの分析手法のみで産地判別を行う

報告が主流であるが，複数の判別法を組み合わせることに

より，産地判別の正確さの向上が可能であることが実証さ

れた本研究では，既報の安定同位体比分析と同様に 2011

年に収集された湯通し塩蔵ワカメのみのデータであり，季

節変動の可能性が示唆されることから，経年変化を検証す

る必要が考えられる.一方で、，微量元素組成については加

工による溶出・流入が懸念されることからそこれらについ

ても検証の必要がある.今後は，今回測定した 9元素以外

の元素についても分析を行い 特徴が類似している三陸産

と韓国産の判別を目指す必要がある.

3. 要約

鳴門(北泊，北灘，丸山，里浦，鳴門町，和田島，福村)・

三陸(普代，小友j甫j兵，広田)，韓国(高興，明川，薬山)

および中国(正明寺，柏嵐子)で収穫された素性の確かな

湯通し塩蔵ワカメ (210試料)について，既報の炭素・窒素

同位体比分析の結果と 9元素組成 (Mg. P . Ca . V . Mn . 

Zn . Rb . Sr . Ba)を組み合わせることにより，産地判別の

正確さの向上を検証した 9元素の組成を比較した結果，

中国産については他の地域よりもとくに Mg'Ba'Mn'V' 

Znの濃度が高く，特徴的な傾向が得られた特徴の得ら

れた 5元素濃度 (Mg. Ba . Mn . V . Zn) と炭素・窒素同

位体比の結果を用いて，鳴門・三陸・中国・韓国の 4群につ

いて正準判別分析を行った 炭素ステップワイズ法によっ

て，窒素同位体比と 4元素濃度 (Mg. Ba . Mn . V)が選択

され，鳴門産と中国産について特徴が見られ，判別率は，

鳴門産は 100%(64点中)，中国産は 94.4%となった. し

かし三陸産と韓国産の特徴は類似し判別率は 80%前後

となった以上より，安定同位体比と微量元素組成を組み

合わせることで，湯通し塩蔵ワカメの産地判別の正確さが

向上した.

本研究を行うにあたり，試料収集へのご協力・貴重なご

意見を頂いた理研食品株式会社・理研食品(大連)有限公

司に感謝する.
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