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ホタテガイ貝殻蛍光体を利用した標識方法の提案

下野功、高橋志郎、森千太郎ヘ佐藤克行ヘ小林淳哉**、都木靖彰***

The Proposal for a Labeling Method utilizing the Phosphor 

prepared by Scallop Shell 

Isao Shimono、 ShiroTakahashi、 SentaroMori*、 KatsuyukiSato士、

Junya Kobayashi** and Yasuaki Takagi士**

要 ヒ=ー日

ホタテガイ貝殻から作られた蛍光体の発光スペクトルは複数の発光帯からなり、その強度比は製造条件

等により変化する。この特徴を利用し、ホタテガイ貝殻蛍光体を利用した標識方法を提案する。食品加工

段階で商品に標識剤を添加し、添加した標識剤の番号を品質保証書に記載しておくことで、商品と品質保

証書の同一性を保証することが可能となる。この標識剤は、焼成したホタテガイ員殻という、これまでに

食経験のある素材を用いていることから、食品中に直接添加することができ、さらに添加後は番号の書き

換えが出来ないという特徴を持つ。

北海道のホタテガイの水揚げ量は年間約40万ト

ンと全国第一位を誇る。一方、その多くは水揚げ

された地域で剥き身に加工され、不用となった貝

殻は北海道の水産系副産物・廃棄物の種別第一位

という問題も併せ持つ。貝殻の利活用を目的とし

た研究開発のコンセプトは、安価でも大量使用の

見込める製品と、少量でも付加価値の高い製品の

両方の素材として、目的別に利用することが望ま

しし」このようなコンセプトに基づき、後者の例

として、貝殻を原料に用いた蛍光体材料の開発を

行っている。これまでの研究成果は、①熱熱、処理を

施した員殻が蛍光を放つことの発見ヘ②CO仏2雰

囲気熱処理による耐水性の向上ヘ③発光中J心L心、

(Cu及乙ひびfi

の応用として、蛍光員殻カルシウム粉末を用いた

新たな食品標識方法について考案したので、その

概要を報告する。
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**函館工業高等専門学校
***北海道大学大学院水産科学研究院
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厚生労働省が行う国民の健康・栄養調査勺こよ

ると、日本人のカルシウム摂取量は毎年減少傾向

にあると報告されている。カルシウム不足を補う

ために、貝殻焼成カルシウムなどの食品添加物を

加えた加工食品が製造されているO 貝殻から作ら

れ、さらに蛍光を示すカルシウム強化剤は、標識

機能を兼ね備えたカルシウム強化剤としての応用

が考えられるO 蛍光貝殻カルシウム粉末の代表的

なスペクトルを図 1に示す。これを4つの発光帯

に波形分離し、各波形の強度を求めて整数値化す

ることで、四桁の番号を与えることが出来る。ま

た、このスペクトルからは、図2に示すような色

度を求めることが出来、整数値化することで、三

桁の番号を与えることも可能である。

この食品用標識剤は、以下のようなニーズへの

適用が考えられる。わが国では、 BSEのまん延を

防止する目的で、既に牛肉トレーサビリティ法が
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いるO この原材料品質保証書には、原材料の加工

地や加工日等、安全安心に係わるデータが記載さ

れており、これは前述の牛個体識別台帳に相当す

るものと見なすことができる。ここで、牛肉の場

合と同様に、包装容器に書かれた識別番号のみで

は、商品と原材料品質保証書の同一性を保証する

ことは出来なし1。そこで、 DNA鑑定の適用が考

えられるが、加工食品のように多くの食材を含ん

だ商品では、商品と品質保証書の同一性を確認す

るための方法として、市場に流通した商品と保管

されているサ ンフ。ルをDNA鑑定することは実質

困難と思われる。その代替方法として、加工段階

で食品に標識剤を添加し、添加した標識剤の番号

を品質保証書に記載しておくことで、商品と品質

保証書の同一性を保証することが可能と考えられ

る。商品の安全安心に係わる情報は品質保証書の

中に記載され、その品質保証書は包装容器等に書

かれた個体識別番号から検索することになるが、

ここで標識剤は、商品と品質保証書等の同一性を

確認するためのマーカ ーとして作用する。

次に、試験方法と結果について説明する。ホタ

テガイ貝殻をよく洗浄 し、空気中5000Cx lhの一

次熱処理と、 二酸化炭素雰囲気中835
0

C"-'885
0

Cx 

lhの二次熱処理を行った。こうして作製した蛍光

貝殻カルシウム粉末を、同じく粉末状の健康食品

素材に混合し、カルシウム強化剤を含んだ健康食

品を作製した。次に、この健康食品にアルカリ性

水溶液を加えて撹梓し、沈殿物を吸引i慮過し、エ

タノ ールで洗浄した後、乾燥させた。その後、 蛍

光分光光度計を用い、 添加前の蛍光貝殻カルシウ

ム粉末と、食品か ら抽出した沈殿物の発光ス ペク

トルを測定し、両者のスペクトルを比較した。

添加前の蛍光貝殻カルシウム粉末の発光スペク

トルと、添加後の食品から抽出した沈殿物の発光

スペクトルを測定した結果を、図3に示す。両者

の4つの発光帯の強度比は共に (0037)となり、

良い一致を示した。これより、蛍光貝殻カノレシウ

ム粉末の標識番号は、適当な方法を用いて食品か

ら抽出することで、読み取り可能なことが示され

た。この標識剤は、焼成したホタテガイ貝殻とい

う、これまでに食経験のある素材を用いているこ

とから、食品中に直接添加することができ、さ ら

に添加後は番号の書き換えが困難という特徴を持

この標識剤を用い、食品と品質保証書等との
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代表的な蛍光貝殻カルシウム剤の発光スペクトル

施行されており、牛一頭一頭に対して、その牛の

安全安心に係わるデータ の載った個体識別台帳の

記録が義務付け られている。ここで、牛と固体識

別台帳の同一性を確認する仕組みが重要となる。

出生からと殺までの問、牛の個体識別番号が書か

れた取り外しできない耳標を用いて、牛と個体識

別台帳の同一性を保証する。一方、精肉となって

流通した後、個体識別番号は精肉の包装容器等に

書かれる。これは、取り外しできない耳標とは異

なり、この番号のみでは牛肉と牛個体識別台帳の

同一性を保証することは出来なし1。そこで、と殺

した後は、精肉からサンフ。ルを採集し、市場に流

通した精肉と保管されているサンフ。ルをDNA鑑

定することで、両者が同ーの牛の精肉であるか否

かの確認を行う。ところで、近年の食の安心安全

に対する意識の高揚から、加工食品においても、

原材料品質保証書なるものが自主公開され始めて
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図3 発光スペクトルの比較
(a)食品添加前の蛍光貝殻カルシウム剤

(b)食品から抽出した試料
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同一性を確認する方法は、牛肉トレーサビリティ

法における DNA鑑定の代替方法として有用と考

えられ、特に複数の食材から作られた加工食品等

への適用が期待される。この方法は、同様の目的

で考案された、安定同位体元素を含んだ無機添加

剤5)と比較し、価格が安価で検査も容易と考えら

れる。
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