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総説

微弱発光を用いた食品品質評価に関する研究

稽原昌司*

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

Development of Food Quality Estimation Methods Using Weak Luminescence 

Shoji Hagiwarゲ

National Food Research Institute， NARO， 2-1-12 Kan-nondai， Tsukuba， Ibaraki 305-8642 

This study was conduct巴din order to reveal the weak luminescence ph巴nomena，such as spontan巳ousultra回

weal王photonemission， chemiluminescence and Photo-Stimulated Lumin巴scence(PSL)， in food mat巴rials.Additionally， 

new food-quality evaluation methods using weak luminesc巴ncewere developed as screening methods. Spontaneous 

ultra weak photoemission from potato chips， rice grain and roasted sesame oil w巴remeasured using photon counting 

and imaging techniques. Ultra weak photon emissions from the food materials were related to quality changes 

Chemiluminescent reagents have advantages in improving emission levels and enabling functional s巴lectivity，such 

as toward reactive oxygen speci巴s，antioxidants and so on. Sake quality and buck wheat antioxidative property could 

analyze using chemiluminesc巴nce.The PSL method provides a rapid and r巴markablysensitive technique for 

identifying irradiated foods that contain minerals， such as spices and dried vegetables. A novel PSL method that 

det巴ctsirradiated foods， bas巴don tim巴dependentintensity decline， was developed. These weak luminescence 

t巴chniquesmight use in quality analysis for food processing and distribution. (Acc巴ptedOct. 3， 2012) 

Keywords : spontaneous ultraベiVeakphoton emission， chemiluminescence， Photo-Stimulated Luminescence (PSLl， quality， food 

irradiation 
キーワード極微弱発光，化学発光，光ルミネッセンス (PSL)，品質，食品照射

1. はじめに

近年，消費者の食品の安心や信頼に対する関心は高まっ

ており，遺伝子組み換え (GMO)食品の検出技術， DNA判

別によるコメの偽品判別技術，残留農薬やポリ・アクリル

アミドの分析などの高精度な分析技術が開発・利用されて

いる目 しかしながら，このような高度な分析方法は熟練し

た技術習得が不可欠であり 専用の実験施設や高額な分析

機器も必要となることから，流通過程のすべてで分析する

ことは難しい 危害要因や品質を高精度に分析する技術は

重要であるが， i産地jから「消費者Jまでの品質管理を徹

底するには迅速性のある簡易なスクリーニング技術も必要

である スクリーニング技術としては，測定者の熟練を必

要としない機器分析法や簡単な分析キットなどが適してい

る.

人体や植物体の生体反応にともない，非常に微弱な光「極

微弱発光」を生ずる.この極微弱発光は，光電子増倍管や

高感度カメラにより計測することが可能であり，疾病や喫

干305-8642茨城県つくば市観音台 2-1-12
*連絡先 (Corr巴spondingauthor)， shoji@affrc.go.jp 

煙の有無等により発光量に変化が生じる )1

食品分野では，食用油が劣化すると化学発光が増加し

魚、や食肉や米が劣化すると同様に発光が増加すること，さ

らに油脂に抗酸化剤を添加するとその発光量が減衰するこ

と等から，油の酸化により発光が生じるものと考えられて

きた2)-5) この発光現象を利用して，品質劣化を簡易に計測

する手法が期待されたが，油脂の種類で発光量(発光強度)

が異なること，使用済みの食用油(揚げ油)に対しては，

調理した食材によって発光挙動が異なるなど，食品製造現

場で利用するには解決すべき課題が残されていた

食品の清浄度指標として ATP量を数値化する化学発光

法，食品の機能性を評価する化学発光も食品製造現場で使

用されている目自発発光に比べ発光させるために試薬の準

備・混合操作を必要とするが他の分析方法と比べて非常

に簡易であり，発光試薬の注入は簡単に機械化できるため，

装置化し自動計測することも可能である

食品や農産物に電子線やガンマ線などの放射線を照射す

ることは，殺菌，殺虫，発芽抑制などに有効な技術の一つ

であり， 50カ国以上で認可され実用化が進められている

日本では食品衛生法により馬鈴薯(ばれいじょ)の発芽抑
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図 I極微弱発光計数装置の概略 (PMTタイプ)

制のため 150Gy以下のガンマ線照射が例外的に認められ

ているが，殺菌や殺虫を目的とした食品への放射線照射は

禁止されており，海外で照射処理された食品の輸入も一切

認められていない この殺菌履歴の検知には，熱ルミネッ

センスや光ルミネッセンス等の発光法や ESR法等が使用

される6)-8) 熱ルミネッセンス法は，食品素材から発光物と

なる鉱物を分離し加熱時の発光プロファイルを計測する

方法であり，高精度度であることから，日本国の通知法(公

定法)としても用いられる i)ii) しかしながら，鉱物を分離

するための前処理は，非常に煩雑で、あり操作に熟練を要す

る 一方，光ルミネッセンス法は対象物をそのまま測定で

きるため，非常に簡易な発光計測法である ただし計測

に使用できる機器の入手が困難であり，食品毎に判別基準

が異なるなどの課題がある目

本研究では，迅速で、簡易な品質計測法(スクリーニング

法)開発を目的に，自発極微弱発光現象を二次元画像で計

測することにより詳細に分析し発光に関与する要因を解

明するとともに，発光計測による品質評価の可能性を検討

したまた，発光試薬を添加する化学発光による品質評価

や光(励起)ルミネッセンスによる照射食品判別に関して

は，極微弱発光計測装置および操作の改良によって品質評

価への応用を試みた目

2. 自発極微弱発光計測による食品品質評価

食品分野では，光電子増倍管 (PMT)タイプの計数装置

を利用した研究がなされ，食用油が劣化に伴い化学発光が

増加することそ食肉や魚が劣化に伴い極微弱発光量が増加

することそ 150
0

Cの高温で発光量を計測すると大豆油の劣

化度を計測できること 5) リノール酸に抗酸化剤を添加し発

光量の減衰で抗酸化性を評価できることそ砕米からの微弱

発光がチオパルピツール酸値 (Thiobarbituricacid Value， 

TBA値)と相関があること 10) 等が明らかになり，自発極

微弱発光現象は油脂の酸化によるものと考えられてきた

本研究においては，高感度カメラも用いて二次元画像と

して対象食品の発光現象を計測し発光部位を明らかにし

E

E

 

図 2 極微弱発光画像計測装置の概略

I ，カメラ (VIMカメラ，浜松ホトニクス); II.レンズ (F=

25mm. f=0.95); m.恒温チャンバ;N，画像処理装置(ARGUS
20 :浜松ホトニクス);V. コントローラ

周囲の酸素濃度や温度を変化させて発光現象を詳細に分析

したさらに，自発極微弱発光計測の分光が可能な装置を

用いて分光データからも発光要因を分析した

具体的な食品として，ポテトチップス，精米，倍煎ゴマ

油を用いて自発極微弱発光の解明および品質評価の可能性

を検討した

(1)発光計測装置の概要

人間の眼は非常に高感度で、あり，肉眼の検出限界は 10-4

lx (星明かりの夜空の明るさに相当)程度であるが，食品

からの自発的に生じる極微弱発光は， 1O-61x以下の強度で

あり肉眼で捉えることはできない.これらの微弱光計測に

は光電子増倍管 (PhotomultiplierTube， PMT)を用いた

フォトンカウンテイング計測や超高感度カメラ等が用いら

れる.感度面では， PMTタイプの計数装置が優れている

(図 1).PMTタイプでは，対象物からの発光部位に関す

る位置情報は得られないため，均質に発光が生じる液体や

粉体などの計測に適している.一方，高感度カメラでは，

各種発光現象の位置情報が明らかになるため，発光メカニ

ズム解明等に有効な計測装置である(図 2)目高感度カメラ

が開発された当初は，大豆の根からのバイオフォトン計測

に用いられ，根の先端の細胞分裂の盛んなところからの発

光が生じることが明らかになった円また，検出感度と発

光体までの距離は 2乗に反比例する性質があるため，試料

と検出器までの距離が短いほど高感度に計測できる.さら

に，発光計測は検出限界付近であるため，装置の感度はカ

メラの感度以外に使用するレンズの明るさ (f値)も非常

に影響する 白発極微弱発光では f値の小さい明るいレン

ズを使用する必要があり，本研究では f= 0.95の高明度の

レンズを使用した.

発光波長解析からはその発光種や発光に関与する因子の

解明に極めて重要な情報が得られる.しかしながら，

PMTや高感度カメラ等の微弱発光計数装置では，光質(波

長)までを計測ことはできない.極微弱発光を分光する装

置として， PMT検出器の前にバンドパスフィルターを配
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開封直後 7時間後

通常画像 極微弱発光画像

図 3 ポテトチップの極微弱発光現象

(積算時間 30min， 25
0

C ) ， 

通常画像 100C 20
0

C 

30
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図 4 ポテトチップの自発極微弱発光に及ぼす周囲温度の影響

(積算時間lOmin).

した①フィルター差分-PMT方式，スリットを通った光

を分光し高感度カメラで計測する②回折格子-ICCD方式

(多波長同時分光方式)がある.フィルター差分方式は感

度が良い反面，フィルターを交換しながら測定するため，

発光強度が安定しない発光対象には不向きである.後者は

同時分光方式であるため 化学発光のように発光の減衰が

速い発光現象に適している円また近年，③サパール板偏

光干渉フーリエ変換方式が開発され，微弱光を高感度に

分光できる装置として期待されるや

また，自発極微弱発光現象は，計測前の光照射の影響を

受けやすく遅延発光を生じるため，測定装置への試料を

セット後，一定時間のH音順化時間を要する.

(2)ポテトチップスからの極微弱発光13)

ポテトチップスは油脂を含む代表的な食品であり，油脂

の酸化による微弱発光の発生が期待できる.本研究では，

微弱発光を二次元計測可能な高感度カメラを用いて，劣化

時の発光量の変化を計測するとともに，周囲の酸素濃度や

温度が発光に及ぼす影響，さらに品質評価の可能性を検討

した

市販されているポテトチップスはアルミニウム包材で窒

素ガス充填包装されているため，貯蔵中の劣化(酸化)が

抑制されている 開封した後計測用暗箱に並べられたポテ

トチップは，酸素と接触し酸化速度が速くなり，自発極微

弱発光量も多くなった(図 3).極微発光は微弱であり断続

的に発生するため，画像処理装置により1O~30 分積算す

ることで評価画像が得られる.この画像で明るく表示され

るところは発光量が多く，暗いところは発光量が少ないこ

とを意味している 測定環境を制御し温度および酸素濃度

を変化させると，温度上昇とともに発光量は増加し酸素

濃度を低下させると発光量は減少した(図 4，5). このこ

とから，ポテトチップからの自発極微弱発光は酸素が必要

な化学反応によって生じることが確認されたまた，一枚

のポテトチップ中には外周より少し内側の部分に黒く褐変

している部分があり，極微弱発光もこの褐変した部分から

多く発光していた(図 3).ポテトチップの揚げ色は，ジャ

ガイモ中に含まれるアミノ酸と還元糖の化学反応(アミ
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図 5 周囲酸度濃度か、ポテトチップの極微弱発光に及ぼす影響

(積算時間 lmin.25
0C) 

製造後約1週間 製造後約1ヶ月

図 6 製造後日数の異なる製品からの極微弱発光

開封4時間後の発光状況を比較(積算時間 30min. 250C) 

ノ・カルボニル反応)の結果生じる褐色物質が影響する.

還元糖は果皮から維管束環までは増加しそこから中央部

までは減少するといわれており円ポテトチップの着色状

況もこの維管束環の分布と一致していた このことから，

還元糖が多く分布している維管束環付近はアミノ・カルボ

ニル反応が盛んになり，生成物(褐変物質)が生じる.こ

の生成物の酸化により極微弱発光が多く生じたと考えられ

る ポテトチップスから極微弱発光を二次元画像により計

測したことで，発光が油の酸化だけでなく，褐変反応物質

も関与することが明らかになった.

さらに，極微弱発光計測による品質計測への応用可能性

を検討するため，製造日の異なるポテトチップを計測する

と，未開封の賞味期限内のポテトチップであっても，貯蔵

中に発光量が減少することが確認された.特に，発光量の

減少は製造後 1ヶ月以内に極端に少なくなった(図 6) 賞

味期限内のポテトチップの品質変化は，品質指標となる過

酸化物価 (POV)や酸価 (AV)では製造後 1ヶ月ではほと

んど変化しない しかしながら，開封し極微弱発光を計測

すると製造後日数の差異により明確な違いとして検出でき

る このことから，自発極微弱発光計測は，ポテトチップ

等の揚げ加工品の初期段階の品質変化の計測に利用できる

可能性が示された

通常画像 極微弱発光画像

図 7 米粒(精米)からの極微弱発光現象

(きらら 397.積算時間 10min.60
0

C) 

(3)精米の発光現象叩

赤外分光分析法を用いた食味計の開発により，良食味米

のおいしさを食味値で表せるようになった しかしなが

ら，品質の指標となる脂肪酸度は，有機溶媒による抽出後，

水酸化カリウム (KOH)溶液の中和滴定で求められており，

分析に約 3時間を要する.

米に関しては，金田ら叫が砕米の極微弱発光(化学発光)

は貯蔵が長期になると発光量が増加しチオパルピツール

酸 (TBA)値と相関があったと報告している.一方，西場

らは附玄米の製粉を劣化させて発光計測すると発光量は減

少すると報告しており，貯蔵に伴う発光の変化は明らかに

なっていなかった

本研究では，コメの極微弱発光による品質評価の可能性

を検討するため，高感度カメラにより画像極微弱発光を計

測し品質変化に伴う発光量の変化を明らかにした

図7に，米の微弱発光の画像計測結果の一例を示した.

米粒からの発光量は一粒ごとに異なっており，通常画像と

比較することで，発光量が多い米粒は白濁した未熟粒であ

ることが簡単に確認できる.そこで，正常粒と白濁した未

熟粒の発光量と品質を比較すると 未熟粒は精米に対して

発光量は1.7倍多く，品質指標となる脂肪酸度も高いことが

明らかになった(図 8).また，精米歩合の調整により作製

した脂肪酸度の異なるモデル試料では，発光と脂肪酸度の

聞に正の相関が確認された(図 9). 

発光因子を明らかにするために 米からの極微弱発光の

分光測定を試みた(図 10).発光量を増加させるため測定

温度を 1000Cにして分光測定した玄米，精米ともに発光

強度に違いはあったが，測定した 400~800nm の範囲にい

くつかの発光ピークがあり，極微弱発光現象は複数の発光

要因により生じていることが確認された発光スベクトル

から，米以外の多くの試料の極微弱発光の発光要因とされ

ている一重項酸素(ピーク波長;520. 585. 635 nm)や励

起三重項カルボニル(ピーク波長;435， 480~530nm)17) の

発光が生じていたさらに，米の微弱発光には 670~680

nmに特有の強いピークがあることが今回明らかになっ

た.この発光ピークは光合成時のクロロフィル bの発光
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図 10 玄米と精米からの極微弱発光の分光計測結果

(コシヒカリ，積算時間 10min， 100'C) 
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着目すると，発光量の減少時には抗酸化性分であるセサ

モールおよびその前駆体であるセサモリン含量の変化(減

少)に連動して発光量は滅少し抗酸化成分がなくなると

再び発光量が増加し始めることが確認された(図 13). 

通常，自発極微弱発光は油脂類の酸化に伴い発光量が増

加すると考えられてきたが倍煎ゴマ油のように抗酸化成

分の影響(抗酸化成分の酸化による発光)で生じることも

確認された

225t 

熔煎処理が油脂の色度と発光量に及ぼす影響
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図 11

波長に近いことから，光の吸収ではなく，熱により励起さ

れ発光が生じたとも考えられるが，本研究ではこのことを

証明するまでには至らなかった.

(4)賠煎ゴマ油の極微弱発光凶

熔煎ゴマ油は他の食用油に比べ非常に高い抗酸化性(酸

化安定性)を示す.また倍煎処理により油脂の持つ抗酸化

性が高まることもよく知られている円借煎ゴマ油は性状

が均質で、あるため，極微弱発光の計測には PMTタイプの

発光計測機を用いた.搾油(圧搾)前のゴマ種子の微弱発

光を計測したところ，倍煎温度が高くなるほど倍煎種子か

らの発光量は多くなった(図 11) すなわち，ゴマ種子倍

煎時の高温加熱により褐変物質(アミノ・カルボニル反応

物，セサモール等)生成され，これらの抗酸化性物質が発

光に関与したと考えられる目また，品質変化による発光量

の変動を明らかにするため 倍煎ゴマ油 120
0

Cで加熱劣化

させ，常温に戻した後，発光量の計測を行った倍煎ゴマ

油からの発光量は，品質劣化の初期段階において品質劣化

に伴い極微弱発光量が減少し加熱処理時聞が 35時間を

過ぎ POVも7を超えると，急激に発光量は増加し， POV 

も急激に増加した(図 12).このときの微量成分の変動に



( 6 ) 

要であり，分析操作には若干の慣れが必要で、ある. しかし

試薬の選定次第で多種多様な品質情報を微弱発光として計

測でき，しかも発光強度を増l隔できるため，計測上のメリッ

トは大きい 食品素材中の機能性(活性酸素消去能)の測

定や ATP法(生物発光法)による衛生状態の計測なども

化学発光により分析される.本研究では，応用例として清

酒の熟度評価やソパ種子の機能性評価に関して検討した

(1)清酒の熟度への化学発光の応用却)

現在，清酒の品質評価は感覚の優れたパネリストの官能

評価により行われており，清酒製造現場では客観的な品質

評価指標の開発が求められている.清酒の化学分析手法と

して， 3-デオキシグルコソン (3-DG)法， TBA法， DPPH 

法等が検討されているが，操作が煩雑であり，より簡易な

評価手法の開発が必要とされている.

そこで，次亜塩素酸ナトリウム添加発光 (NaC10発光)

や， 02 の消去能で抗酸化性を評価する MPEC発光 (ATTO

社製)などの化学発光を用いた清酒の品質評価の可能性を

検討した NaC10発光は 75μLの0.44M次亜塩素酸ナト

リウム (NaC10)水溶液に清酒 3mLを注入するだけの単

純な発生現象である.一方， MPEC発光はキット化されて

いる発光計測方法であり， MPEC試薬以外にバッファーや

酵素(キサンチンオキシダーゼ)などを調製し混合する必

要がある.

モデル清酒の貯蔵に伴う NaC10発光量の変化を確認し

たところ，貯蔵に伴い発光量が多くなることが明らかに

なった(図 14) また，清酒の NaC10発光は，化学発光の

中でも光量が多く， 3-DG法の化学分析値と相聞があるこ

とが確認されたことから，清酒の熟度指標として最適と考

えられた. NaC10発光や MPEC発光の計測に要する時間

2012年 12月第 12号第 59巻

自発極微弱発光は装置に試料を入れ，計測を開始するだ

けの非常に簡単な操作で，貯蔵中の品質評価を簡単に評価

する可能で、ある. しかしながら，食品素材から発生する微

弱発光は非常に弱いため，超高感度光検出器(=高価)が

必要となる また，農産物などの天候に左右され品質の個

体差が大きいもの等は品質変化による発光量の変化より個

体差が多くなるという課題が残っている，今後，発光計測

機器の感度が格段に向上し安価になることで，嬉煎ゴマ油

のような均質な加工食品を製造している工場等の品質評価

に白発極微弱発光計測機器を導入することは可能である

広い意味で，油脂の酸化等(化学反応)を起因とする自

発極微弱発光も化学発光の一種と分類することもあるが，

ここでは，発光試薬を用いる「化学発光」に限定する 化

学発光は，試薬の調製や食品試料への試薬注入操作等が必
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b)化学発光の経時変化

図 15 ソバの化学発光による抗酸化性評価

(積算画像と発光強度の経時変化)• 

普通ソパ(しなの夏そば)

a)化学発光の局在性

はそれぞれ 6秒， 60秒であり，・3-DG法， TBA法， DPPH 

法等の化学分析の 30~60 分に比べ短時間である目 NaC10

発光は，分析に必要な操作も試薬の注入だけと非常に簡便

であることから，検査に熟練しない者でも簡単に分析可能

である.このような化学発光計測が，清酒製造工程中の熟

度管理や新たな商品開発に貴重な'情報を提供できるものと

期待される.

(2) ソパ種子の機能性評価への化学発光の応用21)

ソパに含まれるルチン等の抗酸化性物質も注目され，重

要なソパ品質の lつとなっている これまでの分析法で

は，ソパ種子は製粉され粉体中に含まれる成分量のみで評

価が行われ，機能性成分の局在に着目した品種間評価は行

われていなかった.そこで 普通ソパとダッタンソパ種子

の抗酸化性物質の分布を化学発光により分析・評価した

再現性良く機能性成分の分布を可視化するため，ソパ種子

をパラフインに包埋した後薄切片を作製し竺測定試料と

したこの薄切片試料を使用して，普通ソパとダッタンソ

パ種子の抗酸化性成分の分布を化学発光 (XYZ系活性酸

素消去発光)により高感度カメラで画像計測した 化学発

光の経時変化を比較すると，普通ソパは外皮部から 20分

間ほほ一定発光量を維持し，ダッタンソパは 15分経過後

まで発光は増加し種子内部の目玉芽を中心に発光が観測さ

れた(図 15). 

測定試料を同一形状に調製し化学発光により計測するこ

とで，通常の化学分析では得られない多くの情報を得るこ

とが出来る.



光として放出させる方法であるため，事前の鉱物分離は不

要であり，分析時間は 1~2 分と非常に短時間である.た

だし CEN法に採用されている PSL法は判別の基準値と

なる発光量を装置や食品毎に設定する必要があるため，よ

り客観性の高い判別方法が必要で、あった.

そこで，より客観的な PSL判別方法の開発を目的に実

験装置の装置開発および判別手法の開発を行った 実験用

のPSL計測装置は， PMTタイプの自発微弱発光計測装置

を改造し，光励起用に近赤外光源，励起光除去用にフィル

ターを取り付けて作製した(図 16).試作した PSL装置

で，照射食品の測定したところ，照射試料では PSLが生じ

(発光量が増加し)， トラップされていたエネルギーが放出

されるため発光量は時間経過に伴い発光量は徐々に減衰し

た.一方，非照射試料では，鉱物内に放射線由来のエネル

ギーが蓄積されていないため PSLは生じない目このよう

に光励起(刺激)後に PSLシグナルの強度が変化すること

( 8 ) 2012年 12月第 12号第 59巻日本食品科学工学会誌602 

(PSL)法による食品照射検知町)剖)

食品への放射線照射は，有効な殺菌法として海外では約

50ヶ国で認可され利用されている 照射食品の適正な流通

管理のため，欧州標準化委員会 (CEN規格)には 10種類

の分析方法が採用されており，香辛料の放射線照射履歴の

検知法には，熱ルミネッセンス (Thermoluminescence，TL) 

法や光ルミネッセンス (Photostimulatedluminescence， 

PSL)法などの発光計測法がある6) TL法， PSL法とも食

品中に含まれる微量な鉱物にトラップされた放射線由来の

エネルギーを熱あるいは光で励起して，発光として計測す

る方法である. TL法では，約 400
0Cまで加熱するため，光

計測前に食品から鉱物だけを分離する必要があり，一連の

計測には約 3日を要する.一方， PSL法は，近赤外光励起

(刺詩的により放射線照射で蓄えられたエネルギーを可視

光ルミネッセンス4. 
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が，多くの食品に確認され，判別の基準発光量の設定の必

要のない PSLシグナルの強度変化に基づく照射履歴判別

方法が見いだされた(図 17.18) 現在，この原理を利用し

た国産の PSL装置は香辛料や乾燥野菜の流通に関わるに

企業に導入され自主的なスクリーニング検査に利用され，

食品の信頼性確保に貢献している.

5. おわりに

以上，食品からの自発極微弱発光の発光因子の解明と品

質評価への応用および化学発光や光ルミネッセンスによる

品質評価の可能性を検討した

食品からの自発極微弱発光や光ルミネッセンスは，計測

装置や操作は非常に簡単で、あり，品質変化に伴い発光量が

変化するため，品質管理用の簡易計測技術としては非常に

有効な計測方法である.化学発光は試薬の準備に若干手聞

が掛かる反面，発光種が特定できる得られる分析データの

質が向上するものと考えられる

今回紹介した一連の研究成果に興味をお持ちいただき，

分析業務の一部にスクリーニング技術として微弱発光計測

機器が導入されれば幸いである.

本研究を実施するにあたり ご指導いただいた志賀徹先

生(宇都宮大学教授).粛藤高弘先生(宇都宮大学教授)• 

大谷敏郎氏(食品総合研究所企画管理部長).鍋谷浩志氏(食

品総合研究所業務推進室長).等々力節子氏(食品総合研究

所上席研究員).後藤典子氏(元東京都立産業技術セン

ター).山崎正夫氏(元東京都立産業技術センター).関口

正之氏(東京都立産業技術センター).本田克徳氏(日本放

射線エンジニアリング株式会社)に心から御礼申し上げま

す また，本研究に対し有意義なご助言をくださいました，

林清氏(食品総合研究所所長).中嶋光敏先生(筑波大学

教授，前食品総合研究所食品工学研究領域長).五十音日誠一

郎氏(食品総合研究所食品工学研究領域長)に深く感謝い

たします.
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