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〈技術報告〉

近赤外分光測定による非破壊での鶏卵中のコレステロール量の測定

阿部啓之矢ヶ部陽子1・甘利雅拡1

1畜産草地研究所，つくば市 305-0901

(2012. 11. 14受付， 2012. 12. 7受理)

要約 近赤外分光分析j去による非破壊的な鶏卵中のコレステロ ル測定j去を検討した酵素j去を使って

測定した卵黄中のコレステ口ール分析値と，近赤外分光分析装置を用いて得た可視光線領域から近赤外領域

(400~11 00 nm)の近赤外スペクトルデ タの 1次微分の値を使い PLS(Partial least square)回帰分

析法で検量線を作成し，クロスパリデーシヨン法で推定を行った.卵黄 100gあたりのコレステロール含有

量 (mg/100g卵黄)および鶏卵 1個あたりのコレステロール量 (mgl鶏卵)ともに近赤外分析法における

精度の指標となる RPD(Ratio of standard deviation of reference data in prediction sample set to 

standard error of prediction)値が3.0を上回り，非破壊的に鶏卵に含まれるコレステロールが高精度ス

クり一二ツク‘レベルで推定可能であることがわかった.

鶏卵は魚卵とともにコレステロール含有量の高い食品と

して知られ，平均すると卵黄 100g あたりで 1300~1400

mg，全卵(可食部)100g あたりで 450~500mg 含まれ

ているといわれており，鶏卵 1個では 230mg程度含ま

れていることになる(青山 1998). 

鶏卵はアミノ酸組成がよく，脂質も含まれているすぐれ

た食品であること，ヒトの体内のコレステ口ールの大半

(80%以上)は，食物由来でなく，体内で生合成されたも

のといわれており，通常は食事からのコレステロ ル摂取

が増えると体内での生合成を抑制する機構が働き，血液中

レベルの恒常性が保たれているため，鶏卵からなど食事由

来のコレスチロール摂取は健康な人はあまり気にする必要

はないというのが主流の考えとなっている()，田 2006).

ただし， hyper -respondersと呼ばれる，食事か5の

摂取コレステロールを血液中コレステロール値に反映しや

すいヒトと，そうでないヒト (hypo-responders)がい

ることが知られている (OhとMiller1985 : Iイerron5 

2003) .また，高脂血症の治療で， 1日に摂取してよいコ

レステロールの上限を 300mg程度に設定される場合も

ある(日本動脈硬化学会 2007) 鶏卵のコレステロ ルレ

ベルの調節は鶏への乾燥納豆の給与によるもの (Fujiwara

52008)などがあるが，通常の鶏卵でち，個別に測定し

ていくと卵黄 100gあたりで 1000mgレベルのものから

1800 mgを越えるものなど，かなりの幅があるので，家

庭での鶏卵の調理がおもに生卵から行われることを考慮す

ると，(cS頭での販売時までに非破壊でコレステロ ルレベ

ルで鶏卵を分別する技術があれば有用と考え5れる

今回，鶏卵の洗浄・検卵・規格分け・梱包を行う GP
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(Grading and Packing)センターなどでの利用に向け

て，近赤外分光測定による非破壊法で，鶏卵 1個あたり，

または卵黄 100gあたりのコレスチロール量を測定する

技術を開発したので報告する.

材料および‘方法

畜産草地研究所で飼養されている白色レグホン種 58週

齢の産卵鶏が産卵した鶏卵 57 個(卵重 52g~60g) につ

いて，ます¥卵重を測定し，次いで¥近赤外分光分析装置

(Model-6500: NIR Systems，現 Foss，米国)で，鶏卵

を暗箱の中に図 1のように横に寝かせて置き，横から光

ファイパで近赤外光を照射し，下面のディテクターで測

光し，可視~近赤外領域の 400…1100nmの近赤外スペ

クトルを得た 鶏卵は鈍端と鋭端を軸とし軸を中心に 90

度回転させ，再度近赤外線を照射し測光を行い，鶏卵 1

個あたり 2つの近赤外スベクトルを得た近赤外分光分

析においては均質な試料についての測定回数は2回で行

うので，これに準拠し，鶏卵 1個あたりの測定回数は 2

固とした.1回の近赤外スベクトルの測定時聞はおよそ1.5

分であった

近赤外分光測定終了後の鶏卵は，卵殻，卵白，卵黄に分

け，それぞれの重量を測定した.その後，卵黄中のコレス

テロール含有量(卵黄 100gあたりのコレステロール含有

量)の測定を行った.卵黄を溶剤で抽出後ケツ化し，コレ

ステロールオキシターゼ及び力タラーゼを使い比色する従

来法 (Shen5 1982)による分析キット (F-キットコレ

ステロール:Roche，スイス)により測定した目この測定

には 2~3 時間程度が必要となる.鶏卵 1 個あたりのコレ
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図2に×軸を従来法による卵黄 100gあたりのコレス

テロール含有量 (mg/100g卵黄)， Y軸に近赤外分光分

析による推定値をプロット(・)し，回帰直線(実線)と

95%信頼区間(点線)を表示した.寄与率は 0.885，検

定による標準誤差は 33，RPDは3.00となった.近赤外

分光分析における RPDの目安としては， 3.0~5.0 で高精

度なスクリー二ツグが可能と判定されるので，コレステ

口-)レ含量の近赤外分光分析法による測定は実用性が充分

高いと考えられる.

図3は×軸を従来j去による鶏卵 1個あたりのコレステ

ロ ル含有量 (mgl鶏卵)， Y軸を近赤外分光分析法によ

る推定値としたもので，この場合も，寄与率が 0.893，検

定による標準誤差が 7.117，RPDが3.08となり，鶏卵 1

個あたりに含まれるコレステロール量の推定ち近赤外分光

分析法により非破壊で高精度に行えることがわかった

以上のことから，一般的な鶏卵中のコレステロ ルレベ

ルの指標となっている卵黄 100gあたりのコレステロー

ル含有量 (mg/100g卵黄)ならびに，食事からの摂取コ

レステロール量を決める上で指標となる鶏卵 1個あたり

のコレステロール含有量 (mgl鶏卵)が，鶏卵の販売前

に推定可能であることがわかった.

この技術は， GPセンターでの洗卵，検卵などの流れの

中に組み込むことのできる技術であり，コレステロール量

による選別卵を得ることが可能と考えられる.なお，現在

少し時聞がかかっている近赤外の測定時間については，光

結果および考察

阿部・矢ヶ部・甘利

ステロール量は卵黄 100gあたりのコレステ口ール含有

量と卵黄重の積により計算した.

測定した近赤外スペクトルのうち， 614-946nmと

984-1054 nmの領域のスペクトルの 1次微分値を用い，

×の線形関数と Yの聞の共分散が最大となるように複数

の潜在因子を抽出する PLS(Partial least square)回帰

分析法により検量線を作成した.この検量線についてクロ

スバリデーション法で推定し，従来j去によるコレステロー

ルの分析値と近赤外定量値との寄与率 (Squareof cor-

relation coefficients : RSQ二円2)，回帰推定からの標準

誤差 (Standarderror of cross-validation : SECV)を

算出し， RPD (Ratio of standard deviation of reference 

data in predicted sample set to SECV : SD/SECV) 

から分析精度を判定した (Williams2001). 

Yolk 

Detector 

Figure 1 Schematic view of egg， probe and detector 

inside the dark box. Arrows show NIR irradiation 

direction and detection route 
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Figure 2 Correlation diagram of egg yolk cholesterol contents (mg/1 00 g egg yolk). ・:data， solid line : regression line， the space between dashed line : 95% 

confidence interval 
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近赤外鶏卵コレステロール測定法
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Cholesterol value by enzymatic analysis (mg/egg) 

Figure 3 Correlation diagram of cholesterol contents per egg (mg/egg)‘ ・data，solid line : regression line， the space between dashed line : 95% 

confidence interval 

量を上げるなどにより，短縮できる可能性があると考えら

れる また，測定回数については，実用段階ではライン工

程での測光が可能かという点を考慮すると 1回での判定

が望ましいので，その場合に推定精度が充分であるかなど

の検討が必要と考えられる
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Non-destructive determination 01 egg圃cholesterolby 

near in1rared (NIR) spectroscopy 
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Hen's egg has been knovvn as a valuable source of nutrition， but the egg yolk contains high 

cholesterol. Each egg yolk cholesterol content vvas reported to vary from each other. We studied non-

destructive determination of hen's egg-cholesterol by near infrared (NIR) spectroscopy to estimate each 

egg cholesterol content before cooking. Transmittable spectra of samples vvere scanned in the range of 

vvavelength region betvveen 400 and 1100 nm by NIRS model 6500 (Foss NIR Systems， Laurel， USA). 

The first derivative spectra vvere used to develop calibration equations by partial least square (PLS) 

regression. The prediction accuracy vvas evaluated in terms of square of correlation coefficients (RSQ)， 

standard error of cross validation (SECV) and ratio of standard deviation of reference data in predicted 

sample set to SECV : SO/SECV (RPO) values. We obtained the first derivation data by NIR spectroscopy 

vvith enzymatic destructive egg yolk cholesterol data. Both data vvere performed using by partial least 

square (PLS) regression analysis and predicted values vvere estimated by cross validation method. The 

total cholesterol concentration of egg yolk (mg/1 00 g egg yolk) and total cholesterol conteηts (mg/egg) 

shovved high correlation coe刊cientvvith the enzymatic analysis value. Their coefficients of determination 

(R2
) vvere 0.885 and 0.893， respectively 

Nihon Chikusan Gakkaiho 84 (1)， 77-80，2013 

Key words : cholesterol， egg， near infrared， non-destructive determination. 
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