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Abstract: In this study, we aimed at establishing the conditions for analyzing six organic acids (gluconic, lactic, succinic, malic, tartaric, 

and citric acid) using high-performance liquid chromatography with a surfactant-coated octadecyl silica (ODS) column. Organic acids 

are highly polar and poorly retained in ODS column. Therefore, we focused on two types of surfactant coating methods. Based on our 

results, only citric acid was not detected when using the column coated by the permanent coating method. On the other hand, adequate 

separation of the six organic acids was achieved when using the dynamic coating method. 

 

1. 緒言 

食品中には，原料由来あるいは食品添加物として多

くの有機酸が含まれており，風味や品質にかかわりが

ある．とくに有機酸の含有量および含有比は食品の風

味に大きく関係するため，食品中の有機酸の精確な同

時分析法の確立が必須である[1]． 

食品中の有機酸の同時分析法として，様々な分離カ

ラム，検出器などを組み合わせた高速液体クロマトグ

ラフィー (HPLC) が多く提案されている．近年では，

汎用性の高いオクタデシルシリカ (ODS) カラムの充

てん剤の表面に，界面活性剤などのイオン相互作用試

薬をコーティングした固定相を用いた HPLC による研

究例が報告されている[2]． 

イオン相互作用試薬のコーティング法として，あら

かじめカラム充てん剤の表面にイオン相互作用試薬を

直接コーティングし，イオン交換またはイオン排除系

分離を行うパーマネントコーティング法，あらかじめ

溶離液にイオン相互作用試薬を添加し，目的成分とイ

オン対を形成させて逆相系分離を行うダイナミックコ

ーティング法に大別される．本法による無機陰イオン

の分析への適用例[2], [3]
 は幾つかあるものの，pH 変化に

よる価数変動が起こる有機酸の分析への適用例は少な

い．また，一般的に有機酸は極性が高く，ODSをはじ

めとする逆相系の分離カラムには保持されにくい． 

本研究では，界面活性剤を修飾した ODSカラムを用

い，食品中の 6 種有機酸（グルコン酸，乳酸，コハク

酸，リンゴ酸，酒石酸およびクエン酸）の多成分同時

分析法の確立を目指した．また，分析精度および共存

成分の影響を確認すると共に，実際の食品中の有機酸

分析への適用を目指した． 

2. 実験操作 

2.1 HPLCの測定条件 

分離カラムは関東化学製Mightysil RP-18 GP (4.6 mm 

i.d.×250 mm) を用いた．他の測定条件は Table 1に示

すとおりである．ダイナミックコーティング法では，

溶離液①および②の組成比を適宜変更し，分析条件の

検討を行った． 

 

2.2 パーマネントコーティング法 

前出の ODS カラムに 100 (v/v)%アセトニトリルを 2

時間，超純水を 1 時間それぞれ流量 0.6 mL•min-1で送

液し，カラムの洗浄を行った．1.0 mM 塩化セチルトリ

メチルアンモニウム (CTMA-Cl) を流量 0.3 mL•min-1

で 3 時間送液してカラムにコーティングした後，超純

水を流量 0.6 mL•min-1で 2 時間送液し，コーティング

カラムの洗浄を行った． 

1：日大理工・院（前）・応化，2：日大理工・教員・応化 

Table 1 Operating conditions for HPLC 
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Fig.1 Effect of eluent pH on retention time 
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Fig.3 Calibration curve of organic acids 

Fig.2 Effect of surfactant concentration 

3. 結果および考察 

3.1 パーマネントコーティング法 

カラム温度を 30～45℃，リン酸緩衝溶液の濃度を 10

～20 mM，pHを 7.0～9.0の範囲で変化させた際の各有

機酸の分離挙動について確認した．カラム温度の変化

に対する各有機酸の分離挙動に目立った変化は見られ

なかったものの，温度の上昇に伴って分離カラムにか

かる圧力が低下した．一方，リン酸緩衝溶液の濃度の

上昇に伴って各有機酸の保持時間が早まった．各有機

酸の保持時間および分離挙動を考慮し，最適カラム温

度およびリン酸緩衝溶液の濃度は，それぞれ 45℃およ

び 20 mM とした．溶離液 pHと保持時間の関係を Fig.1

に示す．pHの上昇に伴って各有機酸の保持時間が早ま

ったものの，クエン酸は検出されなかった．クエン酸

は 3 価の有機酸であるため，分離カラム内に強く保持

されて検出されなかったためと考えられる． 

3.2 ダイナミックコーティング法 

イオン相互作用試薬である CTMA-Cl を 0.25～1.0 

mM になるようにリン酸緩衝溶液に添加し，各有機酸

の最適分離条件の検討を行った．CTMA-Clの添加濃度

と保持時間の関係を Fig.2 に示す．CTMA-Cl の添加濃

度が低いほど，各有機酸の保持時間が早まる傾向を示

した．先ほどと同様，各有機酸の保持時間および分離

挙動を考慮し，最適 CTMA-Cl 添加濃度は 0.25 mM と

した．溶離液中のリン酸緩衝溶液（①）およびアセト

ニトリル（②）の組成比を変更し，各有機酸の分離挙

動について比較した．溶離液中のアセトニトリルの組

成比が低いほど，各有機酸の分離挙動は良好であった

が，クエン酸のピークが安定して検出されなかった．

一方，組成比①：②＝60：40 にすることでクエン酸が

40分以内に検出されるものの，他の有機酸が近接する

傾向にあった．一例として，組成比①：②＝80：20 に

おける各有機酸の検量線を Fig.3に示す．決定係数はい

ずれも 0.99以上と良好な直線性を示した． 

 

4. まとめ 

パーマネントコーティング法では，クエン酸のみ検

出されなかった．一方，ダイナミックコーティング法

では，各有機酸の検出が可能ではあるものの，グラジ

エント法による測定条件も併せて検討中である． 
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