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農業および食品分野における農業および食品分野における
ＩＴ活用技術ＩＴ活用技術

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所

杉山純一

情報

(1)情報伝達型（情報そのものを伝達）

モノと一緒に情報が移動

(2)識別子伝達型（識別子だけを伝達）

情報

ＩＤ ＩＤ ＩＤ

情報はネットワーク上に置く

・モノと情報の乖離の心配が無い
・伝達できる情報に限界がある
・モノが無いと情報の追記や編集が
不可能
・ネットワークが不要

・識別子の付け替えに注意する必要
がある
・情報量に制限がない
・どこからでも、いつでも情報の追記
や編集が可能
・情報に時間差が無い
・ネットワークが必須

２つの情報伝達手法２つの情報伝達手法

情報 情報

①店頭②販売形態

③ＩＤラベル

④ホームページ（トップ）

⑤検索結果

枝豆花子

枝豆花
子

１９９９年夏１９９９年夏

VIPS v.1
<1999>

・実験
・単一品目
・個包装単位付番
・5農家

SEICA
<2002>

・網羅的な品種
・生産者／出荷団体／品種単位付番

VIPS v.1
<2000>

・ケータイ／FAXでの情報提供
・栽培履歴の提供
・1部会

VIPS v.1
<2001>

・システムの機能分化
・運用者によるデータ管理機能
・2部会

VIPS v.2
<2003>

・SEICAを基盤として商用システム化
・アンケート機能の追加 約1200制作者

約4200カタログ

2全農
2単協
3流通

2部会

1部会

食の安全・安心神話の崩壊<2001> 過去半年でカタログ44％増大
制作者数20%増大

（2005年6月現在）

VIPSVIPSととSEICASEICAの歴史の歴史

トレーサビリティの実体トレーサビリティの実体

１．食品事故発生時の追跡や回収
を容易にする。

２．生産情報等を提供して消費者と

「顔の見える関係」を築く。

保険（リスク管理）事故後

事故前 情報開示(リスクコミュニケーション)
→付加価値

・対象により両者の比重が異なる！

安
全
・安
心
の
確
保

トレーサビリティ
手段

目的

・何を最終的に目的としているか

アカウンタビリティ（説明責任）

プロダクト・トレーシング

双方向で

［流通履歴］for 生産者・流通業者

［生産履歴］
for 消費者

青果ネットカタログ（青果ネットカタログ（SEICASEICA））

トレーサビリティだけが目的でなく、

農産物流通のインフラを目指す

ビデオ
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Web上でデータ登録

カ
タ
ロ
グ

番
号
を
自
動
発
行

流通

アクセス

閲
覧
可
能

消費者・流通業者

ラベル
貼付

１．消費者が購入商品の履歴情報等をWebで確認できるシステム
(ｉモード、EZweb、J-スカイ等、各社の携帯電話に対応、PCと同じURLで検索可能)

２．カタログ番号とWebアドレスで個体管理と情報公開

３．誰でも、どこからでも、品目ごとに[生産物情報]、[生産者情報]、[出荷情報]

を登録及び閲覧が可能 （画像・音声もOK）

４．あらゆる野菜と果実を対象（約1700品目） 米・茶も登録可能

５．無料で登録、閲覧が可能な公的データベース

６．消費者（BtoC）、流通業者（BtoB）の双方で利用が可能

７．XML Webサービスの採用により、民間が独自サービスを提供できる拡張性
→店頭表示、取引機能等を付加した外部システムが構築可能。

SEICASEICAの特徴の特徴
OS: Windows 2000 Server
開発：Visual Studio .Net + C#

SEICASEICAのシステムのシステム
農水省研究計算センター

（電農館）

H14年8月運用開始時

H15年2月
システム拡張して

移設

※システムは農水省のネットワークに設置

Ｗｅｂアドレスとカタログ番号（１）Ｗｅｂアドレスとカタログ番号（１）

Webアドレス（http://seica.info)
カタログ番号

を記載するだけで、情報が伝達できます。

ラベル（シール）を貼り付け

Ｗｅｂアドレスとカタログ番号（２）Ｗｅｂアドレスとカタログ番号（２）

フィルム袋に印刷

このようなフィルム袋に印刷すると貼る手間
もかからず、コストも安く抑えられます。
但し、数万枚単位の発注が必要です。
（カラー写真が印刷できる場合もあります）
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WebWebアドレスとカタログ番号（３）アドレスとカタログ番号（３）
カードの活用

おもて うら

・シールより作業性がよく、手間がかからない。

・シールよりコストがかからない。（１枚、１円程度）

・包装が捨てられてもカードは残るのでアクセスが向上

・裏面が使えるので、伝えられる情報量は多い

WebWebアドレスとカタログ番号（４）アドレスとカタログ番号（４）

ハンドラベラーの活用

・１枚２０銭程度

・番号可変

スタンパーの活用

・PPフィルムにも押印可能
（シャチハタのタートスタンプ）

http://seica.infoの「お役立ち情報」参照

WebWebアドレスとカタログ番号（５）アドレスとカタログ番号（５）
パソコンによるシール作成
市販ラベルシート 必要量を、いつでも作成

２次元コードで簡単アクセス

２次元コードの利用も可
QRコードリーダーのある携帯電話では

QRQRコードも利用可能コードも利用可能

QRコードで簡単アクセス

生産者

おいしい
ミカン！

①電話

受付番号

音声
ファイル

③アクセス

④受付番号
入力 ⑤音声ファイル

登録

デジタル化

ボイス・サーバー生産者

食品総合研究所

（録音）

②受付番号を告知

専用受付Tel：
029-839-1553

電話による音声メッセージ電話による音声メッセージ
登録サービス登録サービス 信頼性の確保には信頼性の確保には

第三者認証

•状況証拠の積み上げ
•コスト（検査員交通費、人件費）

生産情報公表JAS
•農水省が牛肉での導入を12月から
•有機認証と同じ任意のJAS規格
•罰則規定あり

問題点：
・コスト
・手間
・完全な証明は無理
・全ての食品には
適用不可能
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・既存フォームはそのまま
・オプションとして対応
・Webサービスをサポート

（（H18H18年年22月公開）月公開）
生産情報公表生産情報公表JASJASへの対応への対応

１．登録日と有効期限の表示

２．認証情報の記載

SEICASEICAでの信頼性確保１での信頼性確保１

３．個包装写真（３枚）を公開
可能（なりすまし防止）

４．シールやラベルに責任を
担保する組織の表示

SEICASEICAでの信頼性確保２での信頼性確保２
１．VIPSv.2による認証機能

・公開前に管理者が内容
をチェック

２．VIPSv.2によるコミュニケー
ション機能

・カタログ番号毎の掲示板

・アンケート機能

（自動作成、自動解析）

SEICASEICA外部での信頼性確保外部での信頼性確保11

信頼性確保は
コミュニケーション

で！

SEICASEICA外部での信頼性確保外部での信頼性確保22

記帳

DBシステム

独自公開

システム

チェック

Webサービス

Webサービス

チェック

事前チェック方式

事後チェック方式

基本ＤＢ

基本ＤＢ

バーコード、２次元コード、バーコード、２次元コード、ICICタグタグ
ととSEICASEICAの関係の関係

３）情報システム

１）識別子 ２）情報蓄積媒体
数字・記号、バーコード、
２次元コード、ICタグ（RF-ID）

ネットワークサーバー、バーコード、
２次元コード、ICタグ（RF-ID）

※識別子を選ばない

いつでも導入可能

・パーツであって、システムでは無い
(PCとマウスの関係)

・Suicaの例
・プライバシー問題

ICICタグの誤解タグの誤解

http://seica.info/se_item_profile.aspx?no=00011772

一例：
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各社（各社（ 、、 、、 ）バラバラだと）バラバラだと

人（ ）、金（ ）、モノ（ ）、は決まった所しか運べない。

標準化（標準化（ ）とオープン性（）とオープン性（ ）があれば）があれば

人（ ）、金（ ）、モノ（ ）、はそれぞれ必要な所へ運べる！

トラック 道路

農産物ユビキタス化への３条件農産物ユビキタス化への３条件

■識別子（識別子（ID,ID,コード）の統一コード）の統一
・モノの識別の保証が最重要
（ユニーク性の確保：決して同じ番号があってはダメ）

・コードに意味を与える必要はない
（意味はネットワーク越しのDBに持たせる）

■データ形式の標準化データ形式の標準化
・XMLによるデータ書式の公開
（異なったシステム間でもデータのやりとりが可能になる）

・あらゆるPCで解釈可能なデータ形式→ユビキタスの実現

データの再利用が可能

■”オープン”＆”フリー”
・決まった標準は、オープンに誰でも自由に使える
・標準規約の利用は、フリー（無料）に

民間だけでは
困難な部分

識別子の統一識別子の統一

・牛の場合

・人間の場合

戸籍・住民票（出生届、婚姻届、死亡届）

家畜個体識別システム
（家畜改良センター）

住基ネット
（総務庁）

・農産物の場合

多くの品目と数をどう管理するか

1. 取引の電子化推進
2. 消費者への情報開示（トレーサビリティ）
3. 食品リコール
4. 原料素材の管理（食品加工会社）
5. 産地のデータ入力の負担軽減

青果ネットカタログSEICA
（食品総合研究所）

必要性

＝識別子の一元化
≠システムの一元化

（識別子：名前）

（識別子：耳票）

（識別子：カタログ番号）

XMLXML

産地 店頭

A社システム

B社システム

A社専用端末

B社専用端末

産地 店頭

A社システム

B社システム

C社汎用端末

D社汎用端末

SEICA
A社、B社のデータが扱える
様々な端末が開発可能！

各社ばらばらの状態
データ形式の標準化データ形式の標準化

SEICAを介して標準化

共用のバケツ
共用してもいい情報
だけを入れてネ

標準化（誰もが読める形式 ）

A社 B社 C社
各社の生産情報

情報の共有をするために情報の共有をするために

流通管理 電子商取引 原料管理店頭表示消費者開示

は、誰でも自由にお使い下さい

民間

民間
出力系出力系WebWebサービスサービス

入力系入力系WebWebサービスサービス
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POP・店頭端末

独自サイトで閲覧

民間システム

インターネット

情報

SEICA
生産物情報

情報 情報

情報

情報

情報

民間
記帳DB

卸市場
商品DB

公共システム

転送
システム

情報

情報
情報

情報

情報

情報

情報

農作業日誌

物流管理

情報加工
システム１

ICタグ

情報加工
システム２

情報

情報

情報

一部の

入力系

出力系

活用系
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6.
3.
1

H1
6.
4.
1

H1
6.
5.
1

H1
6.
6.
1

H1
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7.
1

H1
6.
8.
1

H1
6.
9.
1

H1
6.1
0.1

制作者数

カタログ総数

公開カタログ数

件

その他にも続々登場

SEICASEICA機能拡張ＡＳＰサービス機能拡張ＡＳＰサービス

POPPOP作成ソフト作成ソフト

PushPush型店頭端末ソフト型店頭端末ソフト

産直支援産直支援POSPOSシステムシステム

EEマーケットプレースマーケットプレース

りんご生産情報りんご生産情報DBDB

全農安心システム全農安心システム

履歴管理システム履歴管理システム

入力

入力

入
力

出力

出力

出
力

出
力

出力

①識別子の統一
②データ形式の標準化
③オープン＆フリー

（富士通等）

Webサービス

Webサービス

http://seica.info
No.1234

生産者

①入力

②カタログ番号

消費者

http://jaym.jp
No.1234

③ラベル
貼付

全農山形
http://jaym.jp

④アクセス

⑤リクエスト⑦独自コンテンツ

VIPS v.2
（機能拡張システム）

XML Webサービス
（ホームページ間の交信機能）

独自機能
＋

独自情報

⑥基本情報
取り出し

VIPS v.2VIPS v.2によるによる

カスタマイズカスタマイズ

（基本情報）

XML 

Web

サービス

全農山形用

VIPS v.2
ＡＳＰとして実現（独自情報）＋（独自機能）生産者

入力

全農山形

Webサイト
から検索

全農山形サイト

消費者

http://jaym.jp
アクセス

独自デザインで独自情報を表示

独自デザイン独自デザイン（（VIPSv.2VIPSv.2））
SEICAのオリジナルデザイン 山形全農のデザイン

いずれも同じ

ｶﾀﾛｸﾞNo.00011639

WebWebサイトからのサイトからのPOPPOP出力機能（出力機能（VIPSVIPS v.2v.2））
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認証機能によるフィルタリング（認証機能によるフィルタリング（VIPSv.2VIPSv.2）） オンライン・アクセス解析オンライン・アクセス解析（（VIPSv.2VIPSv.2））

コミュニケーション機能の付加コミュニケーション機能の付加(VIPS v.2)(VIPS v.2)

カタログ番号毎の掲示板
自動アンケート作成、解析機能

活用例）付加情報をつけて情報開示活用例）付加情報をつけて情報開示

SEICAに登録された情報に、さらに地域の情報や販売場所、レシピなどの
付加情報を加えて情報を開示する。

User System

生産情報の更新はSEICAで、付加情報の更新は独自システムで行う。
生産情報はSEICAから随時独自のシステムへデータ転送して利用。

事例)
茨城県・
ＪＡ茨城県中央会・
ＪＡ全農いばらき・
（社）園芸いばらき振興協会

JA全農山形 JA白根市

公開専用サイトで
料理レシピなどを
幅広く開示

ショッピングサイトと統合既存のウェブサイトに統合

Web Service でデータを転送することによって、自然な統合が可能になっています。

http://ibrk.jp/ http://jaym.jp/ http://460.jp/

活用例活用例44）サーバ間データ転送）サーバ間データ転送

User System

構築事例)

独自の生産管理データベースなどからＳＥＩＣＡに対してデータを転送することにより、
ＳＥＩＣＡでの公開情報を常に最新状態に維持することができます。

SSLでデータを暗号化して転送します。

・迅速な情報開示
・生産情報の転記ミスの防止
・信頼性のある情報を公開

得られる効果

履歴管理システム
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板柳町のシステム板柳町のシステム

転送板柳町
りんごまるかじり

出
力 パソコン

携帯

汎用店頭端末

POP作成ツール

QRコード携帯

出力

出力

出
力

出
力

リンクでオリジナル・サイトも閲覧

記帳
記帳
記帳

チェック

バイヤー
が商品検索

記帳データベース
オープン型データベース

http://www.town.itayanagi.aomori.jp/marukajiri/top.html
●記帳して内容をチェックしたデータをSEICAに転送

全農システムとの連携全農システムとの連携

※その他、イオン、ダイエーも活用

活用例）生産情報開示端末活用例）生産情報開示端末
Web Service を活用してインターネット経由でSEICAのカタログ情報を取得
任意の画面レイアウト・効果音・BGMで生産情報を表示できる。

開発・販売元：ユーワークス

•Web Service Ver1.0対応

http://moni6.jp/

・生産情報開示の手間削減
・目立つ

得られる効果

DEMOモード

生産情報 レシピ情報

一定時間が過ぎると…

最近表示したカタログ
20個から、表示した
いカタログを選択でき
ます。

♪BGM

生産情報

“こだわり野菜鮮伝マン モ
ニ郎”(㈱ユーワークス製）
を使うことで、生産情報や
レシピをムービーのように
動きのある画面で紹介。

店舗での利用例店舗での利用例
POP等で消費者に情報
が閲覧できることを宣伝
することも重要です。

店頭での店頭での実利用実利用

イトーヨーカ堂カスミ

西友清水フード

エコス
ヤオコー
高島屋
伊勢丹
他
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つくば未来館（みらい平駅前）つくば未来館（みらい平駅前）

ICタグ対応端末のデモ展示

ミューチップ（日立）
＆

フェリカカード（SONY)

利用ICタグ：

ポップ作成ソフトポップ作成ソフト
SEICA連携機能を組み込んだPOP（チラシ）作成ソフトです。
（http://www.softlabo.jp/ 参照）
スーパー店頭での生産履歴付きポップ作成が、カタログ番号の指定だけ
で可能（独自デザインもOK)

こんなPOPが簡単に
作れます。

ＥＡＳＹＥＡＳＹ ＰＯＰＰＯＰ ｆｏｒｆｏｒ ＳＥＩＣＡＳＥＩＣＡ
(株)ソフトラボ

POP作成ツール 店頭端末

タッチパネル式
PCPOSレジ

本部マスター

携帯電話やWebサイトから
適宜売上状況や在庫状況
を確認することができます。

お客様が商品を買ったその
場で生産履歴や生産者の
情報を公開！食べ物の「身
元」を消費者に伝えます。

POSシステム SEICA

＜システム概要＞

販売管理：直売所・生産者双方で利用
在庫管理：生産者に自動送信、欠品防止
顧客管理：個別購買情報を把握、リピーター増加

Web公開：無料で農産物カタログページ公開
店頭情報開示：購入時に商品情報をPR
自動POP作成:カタログ番号から楽々POP作り

＜システムの構成＞

POSシステム

SEICA関連ツール

産直支援システム産直支援システム

連携

（株）ケイズアトリエ
http://www.atelier.kz-group.co.jp/

SEICASEICA関連の進行中プロジェクト関連の進行中プロジェクト

穀物検定協会の米情報提供システムとの連携
http://www.kokken-kome.info、http://komeinfo.jp
FOODS信頼ネット（商品企画書共有システム）との連携
http://www.foods-shinrai.net/
つくばエキスプレス開業イベントへの参画

（未来の台所展示）

食育への活用（食育ソフト、高校・大学での利用）

農水省ユビキタス事業---全国青果卸売市場協会
各民間記帳システムとの連携

農薬ナビとの連携

お米の品質情報と生産情報お米の品質情報と生産情報
ｂｙ 穀物検定協会

穀検DB
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生産情報 流通情報

コンテナ履歴
データベース

＋

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

(番号入力)

入荷情報
入力

コ
ン
テ
ナ
返
却

コンテナ・センター

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

（市場内）
貸出し産地
入力

xxxx

xxxx xxxx
xxxx
xxxx
xxxxxxxx

xxxx
xxxx

店舗A
卸売市場・仲卸

店舗B

返却確認
入力

(QRコード)

入荷情報
入力

SEICAより

店頭端末

SEICAより

POP作成

入出荷情報
入力

(ICタグ)

コ
ン
テ
ナ
貸
出
し

産地

SEICAへ

生産情報
入力

(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ)

出荷情報
入力

ロイヤルホストでの実験（桜新町駅前店）ロイヤルホストでの実験（桜新町駅前店）

※簡単に上記のような食材紹介シートが作れるシステム。
（ハガキ大、カード立てに入れてテーブルに置く）

食育への応用食育への応用
給食管理・献立作成ソフトとの連携給食管理・献立作成ソフトとの連携

入力

出
力

出
力SEICAシステム連動

詳細情報を
いつでも閲覧OK!

情報の提供

献立作成 食材発注

調 理

生産物情報を
リアルタイム表示

給食情報

給食計画

献 立 表

料理レシピ

地元食材

給 食

入力

出
力

出
力

スキャン

(1)生産者側のデータ入力
・転送ソフトの開発

生産者 流通業者 消費者

（Virtually Identified Produce System）

データセンター

http://xyz.or.jp/fruit/
ID-No:10001

http://xyz.or.jp/fruit/

モノの流れ

情報の流れ

・生産地、生産者名
・栽培法の特徴
・収穫日
・品質情報
・調理法 ｅｔｃ．

(3)全国規模の広域実験

(2)スケーラブルなWebデータベース
サーバの構築 双方向通信によるコミュニ

ケーション

（4)データ解析

農産物ネット認証システム

特許第3355366号
ビジネスモデル特許取得済特許について特許について

※対象は農産物のみ

★詳細は、http://vips.nfri.affrc.go.jpを参照

VIPSVIPS特許の有効活用特許の有効活用

①カタログ番号を含んだ識別子で公開されている。［識別子の統一化］
②SEICAへもデータが入力がされている。［データ形式の標準化］
③サイトにSEICAのロゴ

これらの点がクリアされていれば、
独自システムで情報公開しても

特許料は無料！！

農業のIT化を推
進し、特許料も
かからない

特許が施策に
役立っている

（自動入力手法も開発済）

４０万円／年無料（注１）３０億円以上

２０万円／年無料（注１）１０億円以上３０億円未満

１０万円／年無料（注１）２億円以上１０億円未満

６万円／年無料（注１）3000万円以上２億円未満

２万円／年無料（注１）3000万円未満

単独利用SEICAと連携年間取扱高

（注１）

×不可（特定産地のデータのみ）○可能（幅広く全国の品目）×不可（特定産地のデータのみ）条件指定による品目探索

△システム構成によっては可能○可能×不可取引や流通での利用

○可能○可能×識別子が重なるので不可食品リコールとしての利用

○あり×なし（自主的取り組み）○あり導入サポート

○可能×不可○可能ネット販売

○可能×不可○可能掲示板等

○可能×非公開○可能アクセス状況の把握

○チェック可能×チェック機能は無し○チェック可能内容のチェック（信頼性）

○SEICA対応の汎用端末○SEICA対応の汎用端末△無いor自社専用端末店頭での開示

○自由に設定可能×既定デザインのみ○自由に設定可能独自Webデザイン

○可能×不可○可能流通履歴情報

○可能×不可（日付データ入力不可）○可能
収穫日や糖度等の個品情

報の開示

○可能×不可（日付データ入力不可）○可能農作業日誌の開示

○既定＋独自情報×既定項目のみ○完全に独自の情報開示が可能開示項目

○任意のWebサイトで可○他Webサイトでも可（オープン）×自社サイトのみ情報開示Webサイト

○可能○可能×不可他DBシステムからの入力

○携帯やファックス、OCRも可。×ホームページからの手入力○携帯やファックス、OCR可。情報入力方法

○民間も含めて相互利用可能○民間も含めて相互利用可能×民間データの相互利用は不可識別子

×契約者のみ○オープン（個人でも、誰でも可）×契約者のみ対象生産者

△有料（民間のみより安価）○無料×有料コスト

SEICA＋民間システム（連携）SEICA（データベース）民間システム（トレーサビリティ）項 目

SEICASEICAと民間システムは補完関係と民間システムは補完関係
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連携のメリット連携のメリット

データベースの運用・管理が不要
データ入力システムが不要
QRコード、携帯での閲覧も対応済
開示部分だけを構築すればよい
特許料不要
SEICA対応の各種アプリが利用可能
特定データだけでなく、広く共用データを店頭では開
示できるので導入が容易
トレサビリティだけでなく、電子商取引・物流管理へ
の展開が可能

まとめまとめ

青果物に限っては、SEICAをベースに実用的な
トレーサビリティが 直ぐに導入可能

共選出荷、卸市場経由の農産物にも対応

コスト（維持費）も手間も現実的なレベル

民間システムで情報の再活用が可能

自賠責
（SEICA）

任意保険
（民間ｼｽﾃﾑ）

＋
安心
（ブランド）

例えると・・・

SEICAの目指す方向は
アマゾンや楽天のようなポータルでなく、

GoogleやYahooのような検索データベース

その他その他

◎SEICAにある詳細情報をご覧下さい。
http://seica.info/about/

◎VIPSのホームページもご覧下さい。
http://vips.nfri.affrc.go.jp/

◎SEICA紹介DVD:
seica@nfri.affrc.go.jp宛請求下さい。
◎プレゼン資料のダウンロード

http://cse.naro.affrc.go.jp/sugiyama/
memo/05１216.pdf
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近赤外分光法の原理とその農業・食品への応用

河野澄夫

独立行政法人食品総合研究所 分析科学部非破壊評価研究室

〒 305-8642 茨城県つくば市観音台 2-1-12 E-mail: kawano@nfri.affrc.go.jp

１ はじめに

近赤外分光法は、1960 年代に米国にお

いて盛んに研究された穀類の非破壊水分測

定技術に関連して発展した計測技術であ

る。当初、同法に関する研究は穀類を対象

として水分、タンパク質、脂質などの主要

成分の迅速成分測定に関するものが主であ

ったが、計測装置(ハード)及び解析方法(ソ

フト)の進展にともない、測定対象品目は

飲料品、加工食品、青果物など色々な食品

に、測定対象成分も主要成分の他、塩分、

糊化度、繊維、灰分など多様なものへと拡

大した。

わが国における近赤外分光法に対する関

心は、同法に関する数々の研究事例等が学

会誌や関連業界誌に紹介されるにつれて、

また近赤外分光法に関する入門書１）が発刊

されて急速に高まった。

ここでは、近赤外分光法(以後、近赤外

法という。)の理論を概説するとともに、

同法の食品等への応用例を紹介する。

２ 近赤外装置

近赤外法が開発された当初は手作りの装

置が使用されたが、現在では色々な分光方

式の近赤外装置が市販されている。透過方

式と反射方式では多少配置が異なるが、こ

れらの装置は、基本的に光源、分光器、試

料セル、及び検出器から構成される。

光源は試料に近赤外光を照射するもの

で、通常タングステンハロゲンランプが使

用される。分光器は光を波長ごとに分ける

もので、干渉フィルター型、分散型(回折

格子)、フーリエ変換方式、音響光学変調

表１ 分光方式の種類

1. 干渉フィルター型

2. 分散型 駆動式

固定式(アレイ検出器)

3. フーリエ変換(FT)型

4. 音響光学変調フィルター(AOTF)型

フィルター(AOTF)型などに分類される
（表１）。分散型には回折格子が駆動式の

ものと固定式のものとがある。固定式の場

合の検出器にはアレイ型の検出器が用いら

れる。試料セルは測定中に試料を入れる容

器で、粉体、液体、固体など試料形態に適

合した各種試料セル(ホルダー)が準備され

ている。試料セルの替わりに光ファイバー

を装着した装置もある。検出器は試料から

の反射光あるいは透過光を捕らえ、その強

度に比例した信号を発生するもので、800
～ 1100nm の短波長域ではシリコン(Si)光
検出器が、1100～ 2500nmの長波長域では
硫化鉛(PbS)の光導電検出器が用いられ
る。

図１ 分散型装置
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図１に分散(回折格子)型装置の一例を示

す。光源のタングステンランプから出た光

は回折格子により分光され、分光された光

が試料に照射される。試料により拡散反射

された光の一部が Si 検出器あるいは PbS
検出器で検出される。試料の拡散反射光強

度は近赤外装置に内蔵された標準板の拡散

反射光強度と比較され、最終的に次式で示

される吸光度 A の値が装置から出力され
る。

A = log(I Ｒ/I Ｓ) ( 1)
ここで、I Ｒは標準板の拡散反射光強度、

I Ｓは試料の拡散反射光強度である。波長

を走引しながら連続的に吸光度 A を求め
ることにより近赤外スペクトルが測定でき

る。

３ 近赤外スペクトル

近赤外光は、可視光と赤外光の間にあっ

て、上限、下限ともに波長の限界は明瞭で

ないが、一般に 800 ～ 2500nm の電磁波を
いう。

近赤外域における光の吸収は、すべて赤

外域における基準振動の倍音または結合音

による振動によって生じ、特に水素原子が

関与する O-H、N-H、C-H の官能による吸
収が主である。

図２は大豆、米、及びそれぞれの主要成

表２ スペクトルの解析法

1. 定量分析 重回帰分析 (MLR)

主成分回帰分析 (PCR)

PLS回帰分析

フーりエ変換回帰分析

2. 定性分析 主成分分析 (PCA)

クラスター分析

判別分析

ニューラル・ネットワーク

図２ 米、大豆及び主要成分の

近赤外スペクトル

分である水、タンパク質、脂質、デンプン

の近赤外スペクトルである。構成成分の吸

収バンドは、成分特有の原子団（官能基）

に基づくもので、米及び大豆のスペクトル

においても、内容成分に基づく吸収バンド

が見られる。大豆、米のいずれの試料でも

観察される 1935nm の吸収バンドは主に水
によるものである。米のスペクトルの

2100nm に見られる吸収バンドは主にデン
プンによるもので、デンプン含量の少ない

大豆ではこの吸収バンドは顕著でない。

2180nm に見られるタンパク質の吸収バン
ド、並びに 2305nm 及び 2345nm に見られ
る脂質の吸収バンドはタンパク質、脂肪含

量の多い大豆においてはっきりと見ること

ができる。

以上のように近赤外スペクトルには複数

の成分の情報が含まれており、近赤外法に

おいては、表２に示すようにこれらのスペ

クトルから重回帰分析などの統計手法を用

いていろいろな情報が抽出、解析される。

４ スペクトル解析方法

4.1 定量分析
近赤外法でタンパク質などの成分を定量

分析するためには、スペクトルデータから

成分値を算出する検量線を予め作成しなけ

ればならない。すなわち、対象とする成分

が従来法（化学分析法）によって精度よく

波長(nm)

吸
光
度
(
-
)
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分析された試料を用い、スペクトルと成分

との関係を数学的に解明ることが必要とな

る。この作業のことを、「キャリブレーシ

ョン」あるいは「検量線の作成」という。

例えば、大豆のタンパク質を定量する場

合を考える。大豆のタンパク質含量 C ｐは、

タンパク質の吸収バンドである 2180nm の
log(1/R ｐ)を用いて、次の重回帰式で表す

ことができる。

Cｐ =K０+K１･log(1/RＰ)+K２･log(1/RＣ)

+K３･log(1/RＯ)+K４･log(1/RＷ)+ (2)
ここで、log(1/RＣ)、log(1/RＯ)、log(1/RＷ)

はそれぞれデンプン、脂質、水の特性吸収

波長における吸光度であって、タンパク質

以外の影響を取り除く補正項の役を果たし

ている。(2)式中の未知の係数Kは、慣行の
湿式分析法で正確に成分を測定した検量線

作成用試料をもとに重回帰分析の手法で決

定される。このようにして得られた(2)式
は、工場等において未知試料の成分を測定

する場合の検量線として用いられる。

小麦粉のタンパク質含量を測定する場合

は、次のような関係式(検量線)が用いられ

る。

Cp = 12.68 + 493.7log(1/R２１８０)

- 323.1log(1/R２１００)

- 243.4log(1/R１６８０) (3)
ここで、log(1/R２１８０)、log(1/R２１００)、

log(1/R１６８０)は、2180nm、2100nm、1680nm
における吸光度である。2100nm は前述し
たようにタンパク質の吸収バンド、2100nm
はデンプンの吸収バンド、及び 1680nm は
成分に依存しない中立のバンドである。粉

砕試料の場合、1680nm に粒度の情報が反
映される。したがって、タンパク質含量用

の検量線はタンパク質、デンプン及び試料

の粒度の情報を基に作られていることがわ

かる。図３に示すように、2180nm、2100nm
及び 1680nm の吸光度を(3)式に代入する

図３ タンパク質含量を求める

検量線の仕組み

だけで小麦のタンパク質が求められる。

定量分析には、重回帰(MLR)分析の他、
PLS 回帰分析、主成分回帰分析(PCR)など
の解析手法が用いられる。定量分析の食品

への応用例は数多くあり、その一例として

は、米・小麦・大豆などの穀物の水分・タ

ンパク質・脂質・デンプン
1)、緑茶のカフ

ェイン 2)、ビールのアルコール 3)、食用油

のヨウ素化
4)、シリアル加工品の繊維

5)な

どの定量がある。

4.2 定性分析
図２の米と大豆のスペクトルは形状が異

なる。すなわち、近赤外スペクトルは光学

的指紋と見なすことができる。光学的指紋

を照合することによりスペクトルの識別が

可能となる。

図４は小麦粉の２次微分スペクトルの

21 個の吸収バンドにおける２次微分値を
基に主成分分析を行ったものである。第１

主成分と第２主成分からなる平面における

散布図において、パン用、中華麺用、菓子

用及び麺用の粉が明確に識別できる 6)。

定性分析には、主成分分析の他、クラス

ター分析、判別分析、ニューラルネットな

どの解析手法が用いられる。定性分析を食

品へ応用した例としては、コヒーの銘柄の

識別
7)、ミネラルウォータの識別

8)、緑茶
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図４ 加工特性の異なる小麦粉近赤外

スペクトルの主成分分析結果

への偽和物の混入の判定 9)、小麦の品種 10)

や製パン品質 11)の判別などがある。

５ 近赤外分光法の農業・食品への応用

近赤外法の食品への応用は、基礎研究、

穀類、酪製品・肉類、飲料、加工食品およ

び青果物と多岐にわたる。

5.1 基礎研究
近赤外法を基礎研究に応用した例とし

て、水分子の水素結合状態の解析１２）に関

する研究がある。２次微分スペクトルを用

いることにより、水素結合の数によって分

類される水の分子種(S ０:水素結合してい
ない自由な分子種、S １:１つの水素だけが
水素結合している分子種、S ２:２つの水素
とも水素結合している分子種)を識別でき

ることが明らかになった。水の温度を低下

させると、S ０種に相当する分子種の割合

は減少し、逆に S １及び S ２種に相当する

分子種の割合は増加するが、それらの吸収

バンドのシフトは起こらないこと、また過

冷却状態から氷の状態では S ０種に相当す

る分子種が消滅することが示された。この

他、基礎研究としてミネラルウォータの銘

柄の識別１３）、デンプンの糊化度１４）の測定

などがある。

この様に、近赤外法は基礎研究を行うた

めの新しい計測法としても有望である。

5.2 穀類への応用

原料としての穀類を評価する場合、タン

パク質、デンプンなどの主要成分が分析の

対象となる。従来、乾燥した穀類の分析に

は粉砕した試料が用いられていたが、近赤

外装置の発展にともない、今日では丸のま

まの全粒を用いた測定が可能になった。米

国では小麦のタンパク質、及び大豆のタン

パク質・脂質の測定にこの方法が公の測定

法として採用されている。

1996年 8月、「Near-Infrard Transmittance
(NIRT) Handbook」が米国連邦穀物検査局
（FGIS）から出された１５）。このハンドブ

ックは、全粒方式の近赤外装置による小麦

のタンパク質の測定手順、及び大豆のタン

パク質・脂質の測定手順を示したものであ

る。これに伴い、それまで使用されていた

粉砕試料を用いたシステムは廃止された。

新しい測定方式は全粒方式であるため試料

粉砕が必要でなく、その操作性は飛躍的に

向上した。近赤外法を公的な測定手法とし

て採用する場合、近赤外装置の日常の機器

の点検及び測定精度の確認が欠かせない。

各カントリエレベータ等の品質測定室に配

置されている近赤外装置は FGIS の監視下
にあり、絶えずその測定精度の確認が行わ

れている。

各品質管理室では、全粒小麦あるいは大

豆を装置上部にあるホッパーに投入するだ

けで、数分以内に上述した成分が測定され

る。

5.3 酪製品・肉類への応用
生乳のタンパク質、脂質、乳糖、固形分

の成分分析に関しては、AOAC で赤外分
光法が公定法として定められている。近赤

外法を生乳の分析に応用するための研究も

古くから試みられ、タンパク質、脂質、乳

糖に関しては赤外分光法と同程度の精度が

得られること、また固形分に関しては赤外

分光法以上の精度が得られていることが報

告されている１６）。
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また、試料セルとして試験管を用いた簡易

迅速測定法も開発された１７）。生乳の分析

では脂肪球による散乱の違いの影響が大き

いが、試料セルの光路長を長くすること及

びスペクトルの前処理として MSC
(Multiplicative scatter Correction)処理及び
２次微分処理をすることにより、この影響

を軽減することに成功した。

畜肉及びその加工品に対しても多くの応

用が試みられている。ハムの塩分分析１８）、

ミンチに添加され大豆粉の検出１９）、牛肉

・豚肉のカロリー２０）、ハムの pH ２１）、豚

肉異常肉の検出２２）など肉の品質に関する

総合的な評価においても、近赤外法が高い

能力を有していることが報告されている。

5.4 飲料への応用
ビール、ワインなどのアルコール飲料の

応用ではアルコールの定量が主である。こ

の場合、飲料の色彩は定量分析に影響しな

い２３）。ビール製造では原料の品質管理の

立場から、ビール麦の発酵能と関連してβ-
グルカンや麦芽エキス分２４）、並びにホッ

プのα酸２５）などの定量に利用されている。

日本酒の場合、アルコールの他に酸度、

アミノ酸、日本酒度、直糖(直接還元糖)、

全糖などが対象となっている２６，２７）。また、

シュースでは各種糖の測定が可能である。

5.5 加工食品への応用
原料から中間製品または最終製品まで、

品質管理の観点から広く利用されている。

小麦粉の場合、一般成分の分析の他、重要

な品質要素である損傷デンプンの定量に応

用されている２８）。小麦ドウ及びビスケッ

トの品質に関連して、脂質、ショ糖、小麦

粉、水分２９）、またパン製造に用いられる

添加物のビタミンＣ、Ｌ-システン３０）など、

従来法では複雑な操作を必要とする分析が

近赤外法によって代替できることが示され

ている。

日本独特の応用として醤油の分析があ

る。醤油の製造では、全窒素、食塩、アル

コール、還元糖、グルタミン酸、ブドウ糖

など多項目にわたる品質管理がもとめら

れ、慣行の湿式科学分析法では多くの労力

を必要とする。このため近赤外法の応用が

試みられた３１）。食塩、全窒素、アルコー

ル、グルタミン酸、ブドウ糖では、相関係

数 0.9 以上の良好な結果が得られ、近赤外
法のよる測定システムは醤油製造の現場で

広く利用されている。塩分の検量線の第１

波長は 1445nmで、これは水に帰属される。
近赤外域に吸収を有さない塩分が分析可能

なのは、塩分濃度により水の吸収が影響さ

れることによる。

5.6 青果物への応用
近赤外法が丸のままの青果物へ応用され

たのは、1985 年以降になってからで、タ
マネギの乾物３２）を測定したのが最初であ

る。その後、モモ３３，３４）、リンゴ３４）、ナシ
３４）、温州ミカン３５）などの果実の糖度測定

などに応用された。

果実のスペクトル測定で問題になったの

が果皮の影響である。モモ、リンゴ、ナシ

の場合、果皮が比較的薄いことから、イン

タラクタンス方式の光ファイバーが利用可

能であった。モモの実験でも糖度測定用の

良好な検量線が得られた。しかし、インタ

ラクタンス方式の光ファイバーは比較的果

皮の厚い温州ミカンでは役に立たなかっ

た。果皮が厚いため果肉のスペクトル情報

が検出できなかったのである。そこで、透

過方式の光ファイバーが利用された。透過

法による温州ミカンの糖度(Brix)測定で
は、914nm、769nm、745nm及び 986nmの 4
波長の 2次微分値を用いた検量線の未知試
料に対する予測標準誤差は 0.32 Ｏ Brixとな
り、高い測定精度が得られている３５）。

近赤外法の栽培技術への応用として、成

熟中の果実の成分を樹上で非破壊的に測定

することにより果実の収穫適期を推定する
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試みがマンゴ果実で行われ、乾物及びデン

プン含量からそれが推定できることが明ら

かにされている 36)。

６ おわりに

近赤外法がわが国に紹介されてから約

24 年になり、色々な分野で応用研究が進
められ同法の利用価値が広く認識された今

日、近赤外法をルーチン分析技術、オンラ

イン計測技術、及び公の分析方法としてど

のように使いこなすか検討すべき時期にき

ていると思われる。
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農産物・農産物・食品の機能性食品の機能性
およびおよび測定の実際測定の実際

独立行政法人独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農業・食品産業技術総合研究機構
食品総合研究所食品総合研究所

食品機能研究領域機能性成分解析ユニット食品機能研究領域機能性成分解析ユニット
新本洋士（しんもとひろし）新本洋士（しんもとひろし）

鎌倉時代の武士の食事鎌倉時代の武士の食事

•• 一汁一菜，玄米ご飯５一汁一菜，玄米ご飯５
合，みそ汁，魚の干物合，みそ汁，魚の干物

•• 玄米：カロリー玄米：カロリー

•• 干物：蛋白質，カルシ干物：蛋白質，カルシ
ウムウム

•• みそ：蛋白質，ビタミン，みそ：蛋白質，ビタミン，
その他の栄養素その他の栄養素

•• 明治大正に至るまで日明治大正に至るまで日
本型食生活の基本本型食生活の基本

生活習慣病のリスク低減生活習慣病のリスク低減

•• 動脈硬化リスク低減（心疾患，脳卒中）動脈硬化リスク低減（心疾患，脳卒中）

•• ↓↓

•• 痴呆リスク低減痴呆リスク低減

•• 脳機能の維持・向上脳機能の維持・向上

•• 糖尿病の抑制糖尿病の抑制

•• アレルギー：産学官で人気のある研究分野アレルギー：産学官で人気のある研究分野

•• 癌：癌： 食品の癌抑制作用の証明がなかなか難しい食品の癌抑制作用の証明がなかなか難しい

食品機能食品機能研究の方向研究の方向

•• 食品機能の概念が提唱されて２０年食品機能の概念が提唱されて２０年

•• 農学・食品サイドで行われてきた研究農学・食品サイドで行われてきた研究

•• ↓↓

•• ヒトによる効果の実証＝医学との連携ヒトによる効果の実証＝医学との連携

•• ヒトやマウスのゲノム情報が解析ヒトやマウスのゲノム情報が解析

•• ↓↓

•• ＤＮＡチップやプロテインチップ（ただし高価）ＤＮＡチップやプロテインチップ（ただし高価）

世界の食品機能研究の動向世界の食品機能研究の動向

•• EU   functional foodEU   functional food
•• ヘルスクレイムを認める方向ヘルスクレイムを認める方向

•• EU+ILSI  Functional Food Science in Europe EU+ILSI  Functional Food Science in Europe 
(FUFOSE)(FUFOSE)プロジェクトプロジェクト 機能強調表示機能強調表示

•• Process for Assessment of Scientific Support for Process for Assessment of Scientific Support for 
Claims on Food (PASSCLAIM)Claims on Food (PASSCLAIM)

•• 日本日本 特定保健用食品の制度特定保健用食品の制度

•• FDAFDA 疾病リスク低減のクレイムを認める疾病リスク低減のクレイムを認める

•• USDAUSDA 生涯にわたる健康の維持増進に有効な食生涯にわたる健康の維持増進に有効な食
品・食事を明らかにする研究品・食事を明らかにする研究

インビトロインビトロでの評価技術での評価技術

•• 化学反応：化学反応： 非酵素的反応の阻害，促進非酵素的反応の阻害，促進

•• 酵素反応：酵素反応： 阻害，促進阻害，促進

•• 相互反応：相互反応： レセプターとの結合レセプターとの結合

•• 機器分析：機器分析： 目的成分含有量の定量目的成分含有量の定量

•• 機器分析：機器分析： 分離した物質の生物活性を分離した物質の生物活性を

ポストカラム法などで測定ポストカラム法などで測定
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•• 抗酸化性：抗酸化性： 食品機能の基礎は抗酸化性食品機能の基礎は抗酸化性

DPPHDPPH法，法，ESRESR法，法，TBATBA法法
キサンチン－キサンチンオキシダーゼ法キサンチン－キサンチンオキシダーゼ法

•• ACEACE阻害阻害
アンギオテンシンアンギオテンシンII →→ アンギオテンシンアンギオテンシンIIII

血管収縮血圧上昇血管収縮血圧上昇

•• その他：その他： 消化管モデル，味覚センサ消化管モデル，味覚センサ

ウィルス凝集反応，細菌毒素中和反応ウィルス凝集反応，細菌毒素中和反応

•• HPLCHPLC，，LCLC--MSMSによる機能性成分定量による機能性成分定量

微生物微生物を用いた評価技術を用いた評価技術

•• 微生物センサー微生物センサー

対象：アルコール，グルコース，対象：アルコール，グルコース，しょしょ糖，乳糖糖，乳糖

短鎖脂肪酸，ビタミン短鎖脂肪酸，ビタミンB6, B12B6, B12，チョロシン，チョロシン

フェニルアラニン，ピルビン酸，フェニルアラニン，ピルビン酸，ACEACE
アクリルアミド，有機リン化合物アクリルアミド，有機リン化合物

•• 抗菌性抗菌性

•• 抗変異原性抗変異原性

動物細胞動物細胞を用いた評価技術を用いた評価技術

•• 細胞増殖促進作用細胞増殖促進作用

•• インターフェロン，抗体分泌促進作用インターフェロン，抗体分泌促進作用

•• 癌予防癌予防

•• 炎症性サイトカイン分泌抑制炎症性サイトカイン分泌抑制

•• メラニン生産調節メラニン生産調節

•• 脂肪細胞への分化抑制脂肪細胞への分化抑制

•• 骨芽細胞の蛋白質合成促進（骨形成促進）骨芽細胞の蛋白質合成促進（骨形成促進）

動物動物を使った評価技術を使った評価技術

•• 血圧：血圧： ラットラット(SHR)(SHR)の尾静脈で測定の尾静脈で測定

•• 肝機能：肝機能： 四塩化炭素ストレス四塩化炭素ストレス→→GOT, GPTGOT, GPT
•• 血液パラメータ：血液パラメータ： コレステロール，血糖値，コレステロール，血糖値，
中性脂肪，肥満モデルマウス中性脂肪，肥満モデルマウス

•• 記憶学習：記憶学習： 迷路迷路

•• 癌予防：癌予防： 発癌物質の塗布，投与発癌物質の塗布，投与

•• 炎症：炎症： 足浮腫，耳介浮腫，皮膚反応足浮腫，耳介浮腫，皮膚反応

ヒトヒトを用いた評価技術を用いた評価技術

•• 機関の倫理委員会の同意，被験者に対する機関の倫理委員会の同意，被験者に対する
インフォームドコンセント，医師の監督下インフォームドコンセント，医師の監督下

•• プラセボ（偽薬）投与についての被験者の同プラセボ（偽薬）投与についての被験者の同
意意

•• GLP,GLP, GCPGCP

•• 疫学調査，アンケートへの過剰報告の傾向疫学調査，アンケートへの過剰報告の傾向

•• 抗酸化性：抗酸化性：

血液中の没食子酸＝紅茶摂取の指標血液中の没食子酸＝紅茶摂取の指標

ＤＮＡ傷害の指標＝ＤＮＡ傷害の指標＝88--ヒドロキシデオキシグアヒドロキシデオキシグア

ノシンノシン

•• 脂質代謝改善脂質代謝改善

血清コレステロール濃度血清コレステロール濃度

体脂肪蓄積抑制体脂肪蓄積抑制

•• 骨と皮の代謝骨と皮の代謝

骨密度増加，骨代謝改善，皮膚の柔軟性骨密度増加，骨代謝改善，皮膚の柔軟性
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•• 整腸作用整腸作用

便性改善，便中の特定物質の測定便性改善，便中の特定物質の測定

•• 血圧降下作用血圧降下作用

血圧測定，半健康人を用いる（血圧高め）血圧測定，半健康人を用いる（血圧高め）

•• その他その他

DHADHA入りパンによる視力回復入りパンによる視力回復

ツルレイシ，ニガウリの血糖値調節ツルレイシ，ニガウリの血糖値調節

スピルリナの血清脂質改善スピルリナの血清脂質改善

レモン汁，クエン酸による運動回復時血中乳レモン汁，クエン酸による運動回復時血中乳
酸濃度の減少酸濃度の減少

農産物農産物
機能性評価に関する研究の実際機能性評価に関する研究の実際

血流改善血流改善

•• 毛細血管モデル（いわゆる血液さらさら測定）毛細血管モデル（いわゆる血液さらさら測定）

•• 赤血球は毛細血管を変形しながら通過する：赤血球は毛細血管を変形しながら通過する：
変形能の大きい赤血球は早く通過，変形しづ変形能の大きい赤血球は早く通過，変形しづ
らいものはつまってなかなか通過できないらいものはつまってなかなか通過できない

•• 黒豆煮汁，梅干し，にんにく，梅肉エキス，紅黒豆煮汁，梅干し，にんにく，梅肉エキス，紅
茶，玉茶，玉ねぎねぎ，魚，ビール，海洋深層水，酢，ワ，魚，ビール，海洋深層水，酢，ワ
インイン

抗酸化性抗酸化性

抗酸化ビタミン：抗酸化ビタミン： CC，，EE，，AA，ユビキノン，ユビキノン

ββカロテン，カロテン，ααカロテン，カロテン，ββクリプトキサンクリプトキサン

チン（プロビタミンチン（プロビタミンAAとして食材に含まれる）として食材に含まれる）

•• ポリフェノール：ポリフェノール： 抗酸化性を示す抗酸化性を示す

フラボノイドフラボノイド 抗酸化性研究が多い抗酸化性研究が多い

緑茶カテキン，ベリー類のアントシアニン緑茶カテキン，ベリー類のアントシアニン

ブドウ種子のプロアントシアニジンブドウ種子のプロアントシアニジン

フェニルプロパノイド（クマル酸，フェルラ酸）フェニルプロパノイド（クマル酸，フェルラ酸）

•• カロテノイドカロテノイド

リコペンリコペン トマトトマト スイカスイカ

ββクリプトキサンチンクリプトキサンチン 温州ミカン温州ミカン

ゼアキサンチンゼアキサンチン 黄色トウモロコシ黄色トウモロコシ

サケ，エビ，カニサケ，エビ，カニ アスタキサンチンアスタキサンチン

緑黄色野菜緑黄色野菜 ルテイン，ルテイン，ββカロテンカロテン

ビオラキサンチンビオラキサンチン

•• →→１重項酸素の消去が得意１重項酸素の消去が得意
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抗酸化成分の消化吸収抗酸化成分の消化吸収

•• 抗酸化性分抗酸化性分→→生体内の酸化還元状態を適正生体内の酸化還元状態を適正
に保つに保つ

•• 非栄養素（ポリフェノール，カロテノイド）の消非栄養素（ポリフェノール，カロテノイド）の消
化吸収に関する知見は少ない化吸収に関する知見は少ない

•• 消化管での吸収，修飾，血液・組織における消化管での吸収，修飾，血液・組織における
抗酸化性の発現，体外への排泄抗酸化性の発現，体外への排泄

DPPHDPPH法によ法によるる抗酸化性測定抗酸化性測定

標準曲線
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癌予防癌予防 野菜・果実野菜・果実

•• 野菜・果実の摂取は癌のリスクを低下させる野菜・果実の摂取は癌のリスクを低下させる

•• 酸化ストレスの消去酸化ストレスの消去

•• 変異原物質の変異原性消去変異原物質の変異原性消去

•• 第２相解毒酵素の促進第２相解毒酵素の促進

アブラナ科アブラナ科 イソチオシアネート等イソチオシアネート等

スルフォラファンスルフォラファン

ααおよびおよびββカロテンカロテン→→マウス肺・皮膚の第２段発癌抑制マウス肺・皮膚の第２段発癌抑制

•• ノビレチン（メトキシフラボノイド）ノビレチン（メトキシフラボノイド）

マンダリン類の果皮マンダリン類の果皮

発癌抑制，癌細胞の浸潤・転移抑制発癌抑制，癌細胞の浸潤・転移抑制

•• オーラプテンオーラプテン

クマリン類クマリン類 ハッサク，グレープフルーツ果皮ハッサク，グレープフルーツ果皮

発癌抑制発癌抑制 皮膚，大腸，口腔，食道，膵臓皮膚，大腸，口腔，食道，膵臓

•• リモノイドリモノイド トリテルペン系化合物トリテルペン系化合物

•• 発癌物質を無害化する第２相解毒酵素の促発癌物質を無害化する第２相解毒酵素の促
進，酸化ストレスの緩和，進，酸化ストレスの緩和，COX2COX2，ｉＮＯＳ抑制，ｉＮＯＳ抑制

抗アレルギー抗アレルギー 果実果実

•• 脱顆粒抑制：脱顆粒抑制： 柑橘類，リンゴ，マンゴスチン，ヤマモモ，柑橘類，リンゴ，マンゴスチン，ヤマモモ，
ナツメ，カキ，グァバ，ケンポナシナツメ，カキ，グァバ，ケンポナシ

•• 受身アナフィラキシー抑制：受身アナフィラキシー抑制： 未熟温州ミカン，カキの葉未熟温州ミカン，カキの葉

•• 抗炎症活性：抗炎症活性：

•• ヒアルロニダーゼ阻害：ヒアルロニダーゼ阻害： キジツ，ゴジュユ，ビワの葉，キジツ，ゴジュユ，ビワの葉，
ヤマモモ，ポンカン，カリン，スモモ，ユズ，クリヤマモモ，ポンカン，カリン，スモモ，ユズ，クリ

•• シクロオキシゲナーゼ阻害：シクロオキシゲナーゼ阻害： ラズベリー，オウトウ，温ラズベリー，オウトウ，温
州ミカン，ナツメ，マンゴスチン，アボカド，ブドウ，州ミカン，ナツメ，マンゴスチン，アボカド，ブドウ，
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茶の茶の抗アレルギー作用抗アレルギー作用

•• ウーロン茶の茎にすぐれた抗炎症，抗アレルウーロン茶の茎にすぐれた抗炎症，抗アレル
ギー作用ギー作用

•• 緑茶：緑茶： カテキン類に抗アレルギー作用カテキン類に抗アレルギー作用

•• メチル化カテキン類に強いヒスタミン遊離抑制メチル化カテキン類に強いヒスタミン遊離抑制

エピガロカテキンエピガロカテキン--33--OO--(3(3--OO--メチルメチル))ガレートガレート

エピガロカテキンエピガロカテキン--33--OO--(4(4--OO--メチルメチル))ガレートガレート

•• ““べにほべにほまれまれ””種に多い種に多い

RBL-2H3 (2.5x105/well)

培養 (16時間)

← anti DNP-IgE (50ng/mL)

培養 (2時間)

←被験液

静置 (10分)

← DNP-HSA (50ng/mL)

静置 (30分)

培養上清、培養溶解液を回収

β-ヘキソサミニダーゼ活性
ヒスタミン濃度

脱顆粒阻害活性の測定 食品抽出液の調製

食品サンプル

凍結乾燥

← 50%メタノール (10倍量)

遠心分離

上清

減圧乾固

← DMSOに転溶

遠心分離

食品抽出液

•• イネ若葉：イネ若葉：田植え後約田植え後約66週間、約週間、約 60 cm60 cm に生育したイネの葉に生育したイネの葉

および茎を使用した。および茎を使用した。

•• ポリフェノールの精製：ポリフェノールの精製：イネ若葉を粉砕し、水抽出後、イネ若葉を粉砕し、水抽出後、
SepPakSepPak C18C18 カラム（以後カラム（以後ＳｅｐＰａｋＳｅｐＰａｋ）を用いて精製した。）を用いて精製した。

更に逆相更に逆相HPLCHPLCにより各成分の分離・分取を行った。により各成分の分離・分取を行った。

•• ポリフェノールポリフェノール濃度：濃度：FolinDenisFolinDenis法により求めた。法により求めた。

•• 美白作用：美白作用：マウスメラノーママウスメラノーマ B16B16 細胞のメラニン生成抑制細胞のメラニン生成抑制

試験を行った。試験を行った。

•• 抗アレルギー作用：抗アレルギー作用：ラット好塩基球ラット好塩基球（（RBLRBL--2H32H3））細胞を細胞を
用いた脱顆粒阻害試験を行った。用いた脱顆粒阻害試験を行った。

イネ若葉ポリフェノールの抗アレルギー作用イネ若葉ポリフェノールの抗アレルギー作用

•• イネ若葉を水抽出後、ＳｅｐＰａｋ精製により純度イネ若葉を水抽出後、ＳｅｐＰａｋ精製により純度18.8%18.8%
のポリフェノール画分が得られた。のポリフェノール画分が得られた。

•• SepPakSepPak精製物は精製物は B16 B16 細胞のメラニン生成を抑制した。細胞のメラニン生成を抑制した。

•• SepPakSepPak精製物は精製物はRBLRBL--2H32H3細胞の脱顆粒を細胞の脱顆粒を
用量依存的に阻害した。用量依存的に阻害した。

•• HPLC HPLC により分離されたポリフェノール成分は、それにより分離されたポリフェノール成分は、それ
ぞれぞれ同程度の脱顆粒阻害活性を示した。同程度の脱顆粒阻害活性を示した。

•• イネポリフェノールは脱顆粒阻害活性を有することがイネポリフェノールは脱顆粒阻害活性を有することが

示された。示された。

•• サルモネラ菌を用いた抗変サルモネラ菌を用いた抗変
異原性試験を行った。異原性試験を行った。

•• サンショウ，シソの実，コゴサンショウ，シソの実，コゴ
ミ，ジュウネン（エゴマ），ミ，ジュウネン（エゴマ），
ホップ，ウコン，桑の根などホップ，ウコン，桑の根など
に強い抗変異原性が見らに強い抗変異原性が見ら
れた。れた。

•• 柿の柿の葉葉および柿の葉茶にもおよび柿の葉茶にも
強い抗変異原性が見られ強い抗変異原性が見られ
た。た。 マウスメラノーマB16細胞 ＋飽和脂肪酸 ＋不飽和脂肪酸
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脂肪細胞代謝調節脂肪細胞代謝調節

•• 脂肪細胞：脂肪細胞： 糖・脂質代糖・脂質代
謝が活発，エネルギー謝が活発，エネルギー
の恒常性維持の恒常性維持

•• 脂肪細胞が拡大脂肪細胞が拡大→→肥肥
満満→→PAIPAI--11，，TNFTNFαα，脂，脂
肪酸分泌増大，インス肪酸分泌増大，インス
リン抵抗性リン抵抗性→→糖尿病，糖尿病，
高血圧，高脂血症，動高血圧，高脂血症，動
脈硬化誘発脈硬化誘発

•• 【【方法方法】】

•• 農産物は適量の水とともにホモゲナイズ後，凍結乾燥し農産物は適量の水とともにホモゲナイズ後，凍結乾燥し
た。凍結乾燥物た。凍結乾燥物0.1g0.1gをを5ml5mlのジメチルスルホキシドで抽のジメチルスルホキシドで抽
出し，試料とした。出し，試料とした。

•• 3T33T3--L1L1細胞は細胞は10%10%牛胎児血清を含むダルベッコ変法イー牛胎児血清を含むダルベッコ変法イー
グル培地を用いてグル培地を用いて6cm6cmディッシュで培養した。細胞がコディッシュで培養した。細胞がコ
ンフレントに達した後，デキサメタゾン，メチルイソブンフレントに達した後，デキサメタゾン，メチルイソブ
チルキサンチンで刺激し，試料とインスリンを含む培地チルキサンチンで刺激し，試料とインスリンを含む培地
で数日間培養した。で数日間培養した。

•• 細胞の分化誘導は，顕微鏡観察，蓄積した中性脂肪（ト細胞の分化誘導は，顕微鏡観察，蓄積した中性脂肪（ト
リグリセリド）の定量，細胞のオイルレッド染色によりリグリセリド）の定量，細胞のオイルレッド染色により
行った。また，分化の指標として，グリセロール３リン行った。また，分化の指標として，グリセロール３リン
酸デヒドロゲナーゼ活性を測定した。酸デヒドロゲナーゼ活性を測定した。

マウスマウス3T33T3--L1L1細胞のトリグリセリド蓄積細胞のトリグリセリド蓄積

•• 蓄積促進蓄積促進 コゴミコゴミ115,113115,113 ソウジンソウジン126,111126,111
•• フキフキ124,122124,122 ゼンマイゼンマイ123,119123,119 ﾋﾞｯｸﾘｸﾞﾐﾋﾞｯｸﾘｸﾞﾐ145,128145,128
•• 柿平核無柿平核無127,121127,121 梨豊水梨豊水111,113111,113 ラベンダーラベンダー113,118113,118

•• 蓄積抑制蓄積抑制 キハダキハダ69,2469,24

•• 名称名称 キハダキハダ

•• 学名学名 PhellodendronPhellodendron
amurenseamurense RuprRupr..

•• 分類分類 ミカン科ミカン科

•• 分布分布 北海道～九州、北海道～九州、
朝鮮半島、中国北部、ア朝鮮半島、中国北部、ア
ムール、ウスリーに分布し、ムール、ウスリーに分布し、
産地に生える落葉高木。産地に生える落葉高木。

•• 樹高樹高15m15m内外。幹の外皮は内外。幹の外皮は
淡黄褐色で厚いコルク質、淡黄褐色で厚いコルク質、
内皮は黄色。このことより名内皮は黄色。このことより名
が付いた。葉は対生し奇数が付いた。葉は対生し奇数
羽状複葉で少葉は羽状複葉で少葉は55～～1313個、個、
狭卵形か卵状長楕円形で長狭卵形か卵状長楕円形で長
ささ55～～10cm10cm。。66月、枝先に黄月、枝先に黄
緑色の小さな花を円錐花序緑色の小さな花を円錐花序
につける。につける。

キハダの内皮を乾燥したのが黄柏。

春～夏、機の樹皮をはぎとり、表面のコ
ルク層を除いた内皮を日干しにする。
[使用法]
健胃、整腸、食あたり。
黄柏2～5gを煎じて一日3回に分けて服
用する。または、黄柏の粉末0.3～0.5g
を一日3回服用する。
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キハダの脂肪蓄積抑制作用キハダの脂肪蓄積抑制作用

1679+/1679+/--1571570.182+/0.182+/--0.0110.0112020μμL/L/ｼｬｰﾚｼｬｰﾚ

1307+/1307+/--2372370.210+/0.210+/--0.0110.0111010μμL/L/ｼｬｰﾚｼｬｰﾚ

5352+/5352+/--7117110.500+/0.500+/--0.0390.03900

ＧＰＤＨ活性ＧＰＤＨ活性

Units/mg proteinUnits/mg protein
トリグリセリドトリグリセリド

mg/mg proteinmg/mg protein
キハダ抽出液キハダ抽出液

ベルベリンの脂肪蓄積抑制作用ベルベリンの脂肪蓄積抑制作用

ＧＰＤＨ活性ＧＰＤＨ活性

Units/mg proteinUnits/mg protein
トリグリセリドトリグリセリド

mg/mg proteinmg/mg protein
塩化ベルベ塩化ベルベ

リンリン

μμgg/ml/ml

96+/96+/--31310.065+/0.065+/--0.0030.0032.02.0

675+/675+/--91910.137+/0.137+/--0.0170.0171.01.0

2446+/2446+/--90900.264+/0.264+/--0.0070.0070.50.5

6227+/6227+/--4514510.414+/0.414+/--0.0010.00100

培養動物細胞を用いた研究培養動物細胞を用いた研究

•• インビトロとインビボを結ぶ実験インビトロとインビボを結ぶ実験

•• 動物あるいはヒトでの検証が必須動物あるいはヒトでの検証が必須

•• 作用機構を明らかにするための単純化され作用機構を明らかにするための単純化され
た実験系た実験系

•• 特定の細胞でしか再現されない場合に注意特定の細胞でしか再現されない場合に注意

•• 可能であれば癌化されていない細胞の使用可能であれば癌化されていない細胞の使用
も考慮する（初代培養細胞，正常細胞）も考慮する（初代培養細胞，正常細胞）

これから何をターゲットに？これから何をターゲットに？

•• 食品機能研究の王道食品機能研究の王道 抗酸化性抗酸化性

•• 癌癌 ヒトに対する評価が難しいヒトに対する評価が難しい

•• アレルギー・炎症アレルギー・炎症 患者が多いのが魅力患者が多いのが魅力

•• 循環器系疾患循環器系疾患 ACEACE阻害阻害
•• 脳神経伝達脳神経伝達 脳関門を通れないかも脳関門を通れないかも

•• 疲労回復疲労回復 （疲労プロジェクト）（疲労プロジェクト）

http://http://www.soiken.com/project.htmlwww.soiken.com/project.html

•• キハダ抽出物はマウスキハダ抽出物はマウス3T33T3--L1L1細胞へのトリグ細胞へのトリグ
リセリド蓄積を強く抑制し，この時のリセリド蓄積を強く抑制し，この時の3T33T3--L1L1細細
胞内のグリセロール３リン酸デヒドロゲナーゼ胞内のグリセロール３リン酸デヒドロゲナーゼ
活性はコントロールの３分の１程度まで低下し活性はコントロールの３分の１程度まで低下し
ていた。ていた。

•• キハダに含まれるベルベリンをキハダに含まれるベルベリンを3T33T3--L1L1細胞に細胞に

添加して培養したところ，トリグリセリド蓄積お添加して培養したところ，トリグリセリド蓄積お
よび細胞内グリセロール３リン酸デヒドロゲよび細胞内グリセロール３リン酸デヒドロゲ
ナーゼ活性はいずれも有意に低下していた。ナーゼ活性はいずれも有意に低下していた。

機器類機器類

•• クリーンベンチクリーンベンチ

•• 炭酸ガスインキュベータ炭酸ガスインキュベータ

•• 低速遠心機低速遠心機

•• 倒立顕微鏡倒立顕微鏡

•• 吸引ライン吸引ライン

•• ピペットピペット

•• 超低温槽超低温槽

•• 培地等消耗品培地等消耗品
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食品の生体調節機能に関する研究食品の生体調節機能に関する研究

•• 農林水産技術会議事務局編農林水産技術会議事務局編

平成１６年３月発行平成１６年３月発行

（農林水産研究文献解題（農林水産研究文献解題

No.30No.30））
2,9002,900円＋税円＋税

農林統計協会発行農林統計協会発行

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/contents/kaidai/kankouitiran/ichiran.html

食品機能性研究コア
研究チーム・ユニット

○新規食品機能性評価法の開発、○ヒト試験の実施及びヒト試験代替法の開発
○ニュ－トリゲノミクス等バイオチップ利用、○作物の機能性の解明及び高機能作物の開発
○健康な食生活実現のための成果の活用、○安全性と信頼の確保に向けた研究

エビデンスベースド機能性食品及びテーラーメード食品の開発
高機能農作物の開発と栽培生産、流通・加工技術の開発

地域農産物の機能性評価による地域特産物の付加価値向上と消費拡大への貢献

機能性評価支援室

評価法の標準化、技術指導、依頼分析、
評価法の相互利用調整、機能性評価

ヒト試験支援室

有効性の総合評価、予備的ヒト試験、

医学との連携・共同研究

国際対応班

国際基準、ILSI、Codex、国際会議

食品機能性専門委員会

成果広報、食育推進、機能性研究方向

食品機能性研究センター

食
料
産
業
ク
ラ
ス
タ
｜
推
進
事
業

地
域
食
品
産
業
の
技
術
開
発
力
向
上
に
資
す
る
支
援
事
業

日
本
食
品
科
学
工
学
会

食料産業クラスターにおける機能性評価の充実
・地域食品の機能性評価による付加価値向上
・機能性を活かした多様な地域食品開発を加速

総合食料局事業による食品機能性評価支援センター事業と
食品機能性研究センターの関係

食
品
機
能
性
評
価
支
援
セ
ン
タ
丨

H18～H21

連携

オープンラボ の活用

総合食料局事業
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平成１８年度「高度先進技術研修」

農産物の高付加価値化のための

品質・加工・流通技術

(独)農業･食品産業技術総合研究機構
食品総合研究所

堀金 彰 最終消費者支払額 75,247

輸入加工食品 2,817

679 ［279］
（24）

913［266］
（32）

国産
水産物
1,997

食用農水産物 13,963

輸入
水産物
274

国産
農産物
9,832

輸入
農産物
1,861

4,688［1,425］
（34）

最終加工食品産出額
24,916（原料の445%）
付加価値等［17,625］
家庭向け

21,404［13,136］
飲食店向け
3,512［1,445］

1,676 ［769］
（12）

（単位10億円）

生鮮食品穀類
（原料の200%）
15,009

家庭用加工食品
（原料の605%）
36,517

飲食店用加工食品
(原料の754%）
23,720

付加価値等［17,625］

食農連携による農業生産性の向上

1,225 
［752］

（43）

7,599［7,410］
（54）

（食品産業センター、1995年）

食料品の流通経路と価額

穀類の二次元成分分析による

品質評価技術

ー成分育種と地域農産加工への応用ー

水平開口型磁気共鳴画像診断装置（200MHz)

小麦（農林8号）の発芽試験
(18℃､18～96時間）

作物の発芽過程の動態解析技術の開発

穀粒の穀粒の部分部分固定固定技術技術

①

光硬化樹脂の利用 穀粒の接着 ブルーライトによる硬化

② ③

２次元分析用の穀粒ﾎﾙﾀﾞｰ

マシニングセンターによる切削

穀粒成分の二次元分析技術の開発

15mm

③残存胚部の利用
胚部は光硬化樹脂が触れていない
ため発芽能を保持している。

①穀粒の切断装置
切断と研磨工程がプログラミングされ、
分析試料を再現性良く調製できる。

②穀粒の分析試料
ダイアモンドディスクの高速回転

(30,000rpm）と､15mm毎の前進・後退の
反復により分析面の熱変成を防止できる。

発芽能を保持した成分分析技術の開発
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小麦やソバのタンパク質（アミドⅠ）の
ケミカルマッピング

無処理のケミカルマッピング ＫｒａｍｅｒｓｰＫｒｏｎｉｇ変換

春よ恋 ユメアサヒ ミナミノカオリ ホクシン Ｄ．Ｎ．Ｓ

ＫｒａｍｅｒｓｰＫｒｏｎｉｇ変換と主成分分析の併用
高

低

Mancan Mancan キタワセ 信濃1号 キタユキ ボタン とよむすめ 桔梗

小麦種皮部のバイオプロファイリング

春よ恋（66） キタノカオリ（66） Ｗ８号（－） 農林６１号（6１） ホクシン（68）

きぬの波（６２） つるぴかり（－） さぬきの夢2000（ー）

国産小麦パンの内相の色相改善、麺のくすみの改善

488nm－515～545nm、568nm－590nm

地域で生産する小麦で作る

健康志向型の全粒粉パン

ｰ風味と栄養成分を損なわない低温製粉技術ｰ

小麦のタンパク質の局在性

二次元赤外分光分析によるアミドⅠのケミカルマッピング

(Spectrum Spotlight 300、パーキンエルマー)

2.711.7パン用１等粉

8.212.4春よ恋全粒粉

食物繊維タンパク質原料名

(単位：mg/kg)

8

30

亜鉛

940

3,020

ｶﾘｳﾑ

1204142１等粉

1,25037310全粒粉

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ鉄ｶﾙｼｳﾑ試料名

小麦のミネラルの局在性

小麦穀粒断面のリンの分布

微小領域蛍光Ｘ線分析装置(JSX-3600:JEOL)

1,150

3,600

リン

ICP発光装置(Optima 4300DV：パーキンエルマー)

磨砕力と剪断力のどちらが
全粒粉製造に適しているか

ロールミル（ビューラー社）石臼（チベット産）
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臼式製粉技術の改良

臼式製粉法は、ジェット気流粉砕などの微粉砕技術と
比較して粉砕部の空間が狭いため空気接触の影響を受
けにくい。また、粉砕部の冷却が容易で小型化しやすい。

低温製粉装置

氷冷室

茶臼

小麦の種皮部の微粉末化技術の開発

レーザー加工装置

レーザー加工により臼の微細加工が可能となり
平均粒度が0.1mm程度の小麦粉を容易に調製できた。

フライス加工装置

小麦粉の粒度調整技術の開発

ワイヤカット放電加工装置（FANUC αｰOB)

各種スペーサー（10μm～1000μm）

スペーサーによる間隔調整 レーザーにより微細加工を施した臼(直径100mm)を
備え、平均粒径0.1mmの小麦全粒粉を生産できる。

小規模製粉用の低温粉砕装置(試作機)

AC200Vのﾓｰﾀｰ

コンプレッサーに
よる強制排出

循環式冷却装置

スペーサーによる
間隔調整

高耐圧軸受

小麦全粒粉の粒度分布比較

（LS13320，ベックマンコールター）
0.001 0.01 0.1 1.0

低温製粉全粒粉

市販全粒粉

(mm)

ミキシング解析装置の開発

電

源

SP-24Dオシキリ

ＳＳ型７１カントー

市
販
ミ
キ
サ
ー

ミキシング特性解析装置（千穂田精衡）
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全粒粉のミキシング特性

春よ恋 ユメアサヒ

ミナミノカオリ

春よ恋 ：6分30秒～7分

ﾕﾒｱｻﾋ ：7分～7分30秒

ﾐﾅﾐﾉｶｵﾘ：6分～6分30秒

ﾐｷｼﾝｸﾞ時間（中速）

「ユメアサヒ」の全粒粉パンは
高原のさわやかさに満ちています

空気がきれいな信州には、
豊かな大地の恵みがあります。

長野県の奨励品種「ユメアサヒ」の挽きたて全粒粉で
おいしいもちもちしたパンができました。
クラストの軽やかな香ばしさも自慢です。

高原のフルーティーなジャムにとても
良く合う逸品です。

協力：長野県農事試験場

「春よ恋」の全粒粉パンは
ハースブレッドの１級品です

ダイヤモンドダストに
魅せられる冬が過ぎると
広大な北海道の大地で
「春よ恋」の種まきが始まります。

ホクレン農業協同組合連合会が育成した
「春よ恋」は、
これまでにない高品質なパン用小麦です。

協力：福岡県農業総合試験場

「ミナミノカオリ」で味わい深い
全粒粉パンができました

待望の九州発パン用小麦が誕生しました。

「ミナミノカオリ」は、穏やかな気候にはぐくまれた
味わい豊かな小麦です。

「ミナミノカオリ」の全粒粉パンを
チーズや生ハムと一緒に味わって下さい。

国産小麦全粒粉の揮発性有機化合物

ヘッドスペースGC/MS（Clarus 500,パーキンエルマー)

春よ恋

ユメアサヒ

ミナミノカオリ

２４ (分)３０ ３６

消費者による全粒粉パンの評価
アンケート回答者の世代

0

2

4

6

8

10

12

20代 30代 40代 50代 60代

年齢

人
数 男性

女性

41%

とても好みにあった

53%

まあまあ好みに合った

どちらともいえない

6%

Q． 全粒粉パンはいかがでしたか

Q．このような食物繊維の豊富なパンは

いかがですか

是非購入したい23%

64
%購入したい

10%

どちらとも言えない 3
%

購入したくない

入れたい

27%

30%
20%

23%

どちらともいえない

入れない

Q． 夕食に今回のパンはﾒﾆｭｰに入りますか

あまり入れたくない
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低温製粉法による小麦の利用技術

１．レーザー加工による金属臼を用いた低温製粉

装置で微細な小麦全粒粉の生産が可能となった。

２．平均粒径0.1mmのパン用全粒粉を90%以上

の歩留まりで生産できた。

３．臼の冷却により、粉温が３０℃以下の小麦粉の

生産が可能となり、パン製品の風味が向上した。

４．製パン時の加水量が90%に達するモチモチした

全粒粉パンの製造が可能となった。

地域で生産する玄ソバを

十割そばに加工する

ｰ低温製粉と低温貯蔵ｰ

脂質

低

高タンパク質

低

高

そば穀粒のタンパク質と脂質の分布

二次元赤外分光分析像（Spectrum Spotlight､ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ）

果皮

子葉

胚乳

種皮

ﾚｰｻﾞｰ顕微画像
（TCS4D､ﾗｲｶ）

そば粉の大きさで
十割そばは作りやすくなる

子葉と種皮部の微粉末化技術の開発

レーザー加工装置

レーザーにより臼の微細加工が可能となり平均粒径が
0.1mm以下のそば粉を容易に調製できた。

フライス加工装置

品質評価に適したそば粉の粒度調整

１．誰でも水ごね十割そばを打てるようにそば粉の
平均粒度は0.08mm以下に調整する

０．０８ｍｍ

０．１ｍｍ

そば粉の粒度スペーサーに
よる間隔調整 ﾚｰｻﾞｰ回折粒度分布計（ＬＳ１３３２０､ﾍﾞｯｸﾏﾝ）
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氷冷式 循環冷却式 送風・循環冷却式 6連式製粉システム
100V100W 100V200W 200V750W 200V750W×6台

低温粉砕装置の開発と実用化

低温粉砕装置（左図）と粉砕部（右図）

下臼 上臼

電子冷却装置

そば粉の受器

粉砕部

抹茶臼によるそば粉の調製

業務用の低温粉砕装置の開発

低温粉砕 抹茶臼製粉

品質評価用のそば粉の温度管理

風味保持のため、そば粉は30℃以下で製粉し、
0℃（そば用の恒温多湿冷蔵庫）で保管する。

％

そば丸抜き（とよむすめ）の香り成分

ヘッドスペースGC/MS（Clarus500､ﾊﾟｰｷﾝｴﾙﾏｰ)
分2520 30 35

50

100
ノナナール

ヘキサナール

ヘプタナール

高品質国産ソバ育成のための

品質評価用十割そば製造技術

ｰ育種と食育への応用ｰ

水回し時間は3分で完了する

１．50gのそば粉に48%程度の水を加える。
（水分損失は1%程度なので空調可能）

２．約120rpmで3分間水回しを行う。
（長時間の水回しでは、風味が損なわれる ）

加水物のクリープ試験
（Rheoner-3305､山電）

１０ｃｍ

水回し時間と加水の均質化
磁気共鳴画像診断装置（UNITYｰSIS330､バリアン）

１ ３ ４ 分２
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大きなかたまりのそば粉を
砕くと十割そばを作りやすい



7

手動プレス機で3分間捏ねる

手動プレス機による生地玉の捏ねと複合

１．75gの加水物をポリエチレンシートで挟んで
捏ねと複合を行う。

２．5回捏ねた後、生地をまとめて複合する。
この工程を3回繰り返す。

麺厚の調整方法

矢印は段差を示す

麺棒の段差：１.２ｍｍ
最終の麺厚：１.３ｍｍ

ステンレス製スペーサー

従来法

改良法

１．75gの加水物を中央部の直径が細い麺棒で
延して一定厚の最終生地を調製する。

２．1分程度で工程を完了する。

麺線とゆで麺の調製

２軸ロールカッター

１．18番の切り刃で1.7ｍｍの麺線を調製する。
２．ゆで時間を25秒とする。
３．20番切り刃（1.5ｍｍ）の場合は、大きめの
ゆで釜を用いる。

製粉 水回し 捏ねと複合 延し 麺線調製 茹で

品質評価用十割そば製麺技術

30秒

つくばサイエンスキャンプ
（平成１６年７月３１日）

茨城県民大学
（平成１６年11月2日）

福井うらら食育祭
（平成１６年10月24日）

十割そば製造技術の食育等への応用 高齢者の健常性保持のための
アンチエージングクッキング

社会福祉法人風連爽風会での十割そば作り
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低温製粉法によるソバの利用技術

１．レーザー微細加工の臼を用いると平均粒径

0.06mmの微細なそば粉を調製できた。

２．低温微粉砕法では、粉温が30℃以下の

そば粉を調製でき、風味が向上した。

3．平均粒径0.08mm程度のそば全層粉を用い

ると、十割そば製麺が容易になった。
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