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近赤外分光法による農産物等の非破壊品質評価

Nondestructive Quality Evaluation of Agricultural products and Food 

using Near Infrared (NIR) Spectroscopy 
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1. はじめに

近赤外分光法は 1960年代に米国農務省 (USDA)ベル

ツピル農業研究センターの Norris博士らの研究グループ

によって開発された。当時， Norris博士らは，穀物の水

分含量の迅速測定法の開発に関する研究を行っていたが，

単波長により測定した水分含量は他の成分特にタンパク

質含量の影響を受けて変動することを発見，このことが

近赤外分光法の開発の切っ掛けとなっている。近赤外分

光法は， 1978年 10月から 1年間， Norris博士の研究室

に留学された岩元睦夫氏によって我が固に導入された。

ここでは，近赤外分光法による農産物等の品質評価技

術について述べる。

2. 近赤外分光法の原理

近赤外分光法は食品を構成する分子の振動よる近赤外

線(図1)の吸収現象を分析に応用した技術である。近

赤外線は可視光線と赤外線の中間にある光の仲間で，

800nm (ナノメータ， 10-9メータ)から 2，500nmの光を

近赤外線と呼ぶ。分子を構成する原子の種類が変わると

吸収する光の振動数(波数)が変わり，分子の総数が変

わると吸収する光量が変わる。したがって，吸収される

光の波長から成分の種類が決まり，吸収される光量から

成分の量(濃度)が決まる。近赤外分光法は対象物に含

まれる化学成分の分子の振動による近赤外線の吸収現象

を利用して，定量分析・定性分析を行う方法である。

図2は米及び大豆，並びにそれぞれの主要成分である

水，タンパク質，脂質，デンプンの近赤外スベクトルで

ある(岩元ら， 1994)。縦軸の吸光度は光の吸収される程

度が大きいほど高い値を示す。構成成分の吸収バンド

は，成分特有の原子団に基づくもので，米及び大豆のス

ベクトルにおいても内容成分特有の吸収バンドが見られ

る。米，大豆のいずれの試料でも観察される 1，935nm

の吸収バンドは主に水によるものである。米のスベクト

ルの 2，100nm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。 2，180nmに見られるタンパク質の

吸収バンド，並びに 2，305nm及び 2，345nmに見られる
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報が含まれており，近赤外分光法においては，これらの

スベクトルから重回帰などの統計的手法を用いて対象物

の品質等に係わるいろいろな情報が抽出・解析される。

3.定量分析

食品のような多成分を含む試料の特定な成分の濃度を

測定するには，検量モデルと呼ばれる多項式(関係式)

が必要になる。

図3は小麦粉のタンパク質含量 Gを求める例で，検

量モデルは次式で示される。
.0.010 

C戸=12.68+493.7 log(l/R2180) 
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ミネラルウォーターのスペクトルの主成分分析結果

(Tanaka et al.， 1995) 
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ができる。このような考えの基にスベクトルの定性的な

解析が可能で、ある。

図4は 1，450nm近傍の水の吸収バンドを中心とした

ミネラルウォーターのスベクトルを主成分分析した結果

である。第 l主成分軸と第 2主成分軸からなる平面への

投影図において. Evian， Rokkou， J apan Alps， Ultra 

pure water (超純水)， Deionised water (イオン交換水)

は締麗に識別される (Tanakaet al.， 1995)。ミネラル

ウォーターの近赤外スペクトルは概観的には類似してい

るが，詳細に観察するとどこかが異なっていることが分

かる。

ここで，log (l/R2180)， log (1/R2100)， log (l/R1680) 

は，それぞれ 2.180，2，100， 1，680 nmにおける吸光度であ

る。 2，180nmはタンパク質の吸収バンド， 2，100nmはデ

ンプンの吸収バンド， 1，680nm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 1，680nmlこ粒度の情

報が反映さる。小麦粉のタンパク質含量を求める検量モ

デルはタンパク質，デンプン及び試料粒度の複数の情報か

ら構成されていることが分かる。図 3の2，180nm， 2，100 

nm及ぴ 1，680nmにおける吸光度 !log(1/R)i を上記の

式に代入するだけで，小麦粉のタンパク質含量を求める

ことが可能で、ある。

4.定性分析

近赤外スベクトルは，図 2に示すように，含有成分に

由来した対象物特有の形状を呈する。すなわち，同スペ

クトルは対象物が有する一種の光学的指紋と見なすこと
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図 5 インタラクタンス法によるモモ果実のスペクトル

測定 (Kawanoet al.， 1992) 

5. 近赤外分光法の農産物等への応用研究例

(1 ) モモ果実糖度の非破壊測定

近赤外分光法が青果物に応用されたのは 1985年以降

で，米国農務省の Birthらの研究グルーフ。の行ったタマ

ネギの乾物測定に関する研究 (Birthet al.， 1985)が最初

である。青果物用に開発された“Biospect"と称する装置

が用いられた。タマネギ 29個を用いた実験において，

近赤外分光法により推定した乾物量は実際の化学分析値

と高い相闘をなし両者の相関係数は 0.995，標準誤差は

0.42%であった。この場合の乾物の主要成分は炭水化物

である。

その後，我が国では，モモ (Kawanoet al.，l992)，温州、|

ミカン (Kawanoet al.， 1993)などへの応用試験が行われ

た。

図5に，インタラクタンス法によるモモ果実のスベク

トル測定方法を示す (Kawanoet al.， 1992)。インタラク

タンス型光ファイパーは同心円状に 2重構造になってお

り，外側のリングを介して光が果実に照射される。果実

内で散乱反射されてもどってきた光は光ファイパーの中

心部を通り検出器に達する。光ファイパーの先端には外

光を遮断し試料を保持するためウレタンクッションが

貼られている。果実を光ファイパーの先端に置くだけで，

そのスベクトルが測定される。モモ果実(i青水白桃)を

供試し果実赤道部のスベクトルデータと糖度 (Brix値)

を基に重回帰を行った実験で，近赤外分光法で推定した

果実糖度 (Brix値)は従来法で測定した値と高い相闘を

なし最も良好な検量モデルにおいて両者の重相関係数

は0.97，検量モデル作成時の標準誤差 (SEC)は0.480

Brixであった。検量モデル評価時の標準誤差 (SEP)及

びバイアスは，それぞれ 0.500 Brix及び 0.01
0

Brixであ

り，モモ果実の糖度は，近赤外分光法により，非破壊的

に精度よく測定できることが明らかになった。

これが近赤外分光法により果実糖度を非破壊的に精度
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図 6 透過法による温州ミカン果実のスベクトル測定

(Kawano et al.， 1993) 

よく測定できることを示した我が国最初の研究である。

この測定方式は，果皮が薄い果実であれば， どんな種類

の果実にも適用可能で、ある。

(2) 温州、|ミカン果実糖度の非破壊測定 (Kawanoet al.， 

1993) 

当初，モモ果実に採用されたインタラクタンス法が用

いられたが，同法では表皮及び表皮に近い果肉部の情報

しか捕らえることが出来ないため，モモ果実に比較して

果肉の厚い温州ミカン果実では，その実験は失敗した。

そこで，新たに透過方式が試みられた (Kawanoet al.， 

1993)。図 6に，透過法による温州ミカンのスペクトル

測定方法を示す。分光した光を上部より果実試料に照射

し透過光は果実試料の直下に配置されたシリコン検出

器で測定される。透過法により測定されたスペクトルは

光路長，すなわち果実の大きさの影響を直接受ける。そ

こで¥透過スベクトルから果実の大きさの影響を除く方

法として，個々の果実のスベクトルを同一径の果実のス

ベクトルに換算する方法，すなわち各測定波長点におけ

る吸光度値をそれぞれの果実の直径で割り算する方法が

考えられた。スベクトルの中に果実の直径と関連した情

報が存在するかどうかが検討され，糖度に無関係で果実

の直径と相関の高い波長 844nmの存在することが明ら

かになった。この波長は水の吸収バンドである。各試料

の2次微分スベクトルを各々試料のこの波長の 2次微分

吸光度値で割ることにより，果実の大きさに影響されな

い正規化2次微分スペクトルが得られ，その正規化2次

微分スペクトルと糖度を基に重回帰を行った。得られた

検量モデルの精度を，同時に実験に供したジュース及び

皮を剥いた果実と比較した結果，その精度はジ、ユースで

最も高く，次いで皮を剥いた果実，丸のままの果実の順

であった。丸のまま果実でも標準誤差 (SEP) は0.32
0

Brixと非常によい結果が得られた(図 7)。透過方式で

は，果皮の測定精度に及ぼす影響はほとんど無視できる

こと，および丸のままの果実でもジュースとほぼ同程度

の精度で測定可能で、あることが明らかになった。丸のま

まの果実の検量モデルで採用された波長の中の 914nm
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収穫時期の乾物・デンプン含量と追熟後の食味品質

との関係 (Saranwonget al.， 2003) 
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図 8
15.00 

温州ミカン糖度の近赤外値と化学分析イ直の関係

(Kawano et aL， 1993) 
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従来法による鍍 (.Bx)

図 7

樹上などの現場では果実の試料温度をコントロールする

ことは困難で、，試料温度の影響を受けない温度補償型検

量モデルの開発が不可欠である。

温度補償型検量モデルの作成方法については， Kawano 

らの方法 (Kawanoet aL， 1995)がある。すなわち，検量

モデル作成に用いるスベクトルを複数の異なった温度で

測定し得られたスベクトルをすべて統合して重回帰な

どのケモメトリックスの方法により解析することにより

温度補償型検量線の作成が可能で、ある。

マンゴ果実の実験においても温度補償型検量モデルの

作成にこの方法が採用された。すなわち， 196個のマン

ゴ果実のスベクトルを， 25， 32および39
0

Cに調整して測

定し各温度のスベクトルを一つに統合して PLS検量

モデルを作成した。測定精度は SEPの値で乾物が0，52

%，デンプンが2，04%(db:乾物基準)であった。この検

量モデルを用いることにより，試料温度に影響されない

測定が可能で、ある。

C，収穫時の品質指標と食味との関係の解明

(Saranwong et aL， 2004) 

マンゴ果実の収穫時の主要成分はデンプンであり，収

穫後の追熟期間にデンプンが糖に分解して甘くなる果物

である。従って，最適収穫時期を判定するには，収穫時

の品質と追熟後の食味品質との関係を予め解明すること

が不可欠で、ある。

マンゴの実験では，収穫時の乾物・デンプン含量と追

熟後の食味品質の関係が調べられた。すなわち，収穫し

た成熟度の異なる果実の乾物・デンプン含量を近赤外分

光法により非破壊的に求め，その同じ果実を 25
0

Cで5日

間保存した後，その食味が専門家により評価された。収

穫時の成分品質と追熟時の食味検査が同ーの果実で行え

ることから，次式のような精度の良い関係が求められて

いる。

はショ糖の吸収に帰属される。

(3) マンゴ果実の収穫適期の樹上測定 (Saranwonget 

aL，2003) 

現在，市販されている携帯型近赤外装置には果実の糖

度，例えばリンゴの糖度などを測定する検量モデルがイ

ンストールされているものもあるが，そのほとんどが収

穫後の果物を対象とした検量モデルで，樹上での適熟以

外の果実は対象とされていない。従って，樹上で未熟か

ら完熟の果実を測定対象とする場合は検量モデルを作成

し直す必要がある。また，測定が屋外で行われることか

ら，次の事項について検討そ要する。

① スベクトル測定時の直射日光の影響を除去するこ

と。

試料温度に影響されない検量モデルであること。

マンゴのように追熟型の果実の場合，樹上におけ

る品質と食味時の品質の関係を事前に明らかにす

ること。

④ モニタリンクの詳細な手順を明確にすること。

以下，個々の内容について述べる。

a，直射日光の影響の確認

屋外でスベクトル測定をする場合，直射日光の影響を

確認し影響のある場合はその対策を講じる必要がある。

インタラクタンスのヘッドを果実の腹部にあて，直射日

光下，屋外の日陰，室内，及びそれぞれの条件下で遮光

用のカバーを用いた場合の計6つの条件でスベクトルを

測定した実験において，屋外で測定する場合，直射日光

下及び日陰に係わらず，遮光用のカバーが必要であるこ

とが明らかとなった。

b 試料温度に影響されない検量モデルの作成

近赤外スペクトルは試料温度の影響を受ける。従っ

て，検量モデル作成時の試料温度とモニタリング時の試

料温度が異なる場合，成分値の測定値に誤差が発生する。

② 

③ 
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図 9 樹上で同じ果実の乾物・デンプン含量をモニタ

リングした結果 (Saranwonget al.， 2003) 

ssc= 14.755 + 0.812DM十0.677ST

ここで， SSC:追熟時の可溶性固形物 (0Brix) 

DM:収穫時の乾物(%)

ST:収穫時のデンプン含量(%， db) 

更に，良好な糖度を得るための収穫時の乾物とデンプ

ン含量の関係が調べられた。図 8は収穫時期の乾物・デ

ンプン含量と追熟後の食味品質の関係を示したものであ

る。図中の右上の区分は適熟左下の区分は未熟である。

追熟後に適熟になるためには，収穫時期に乾物が44.5%，

デンプン含量が 19.6%(db)以上あることが重要で、ある。

a 樹上での果実品質指標のモニタリング

樹上で測定した果実の乾物・デンプンの推定値(バイ

アス補正後)の変化を図 9に示す。着呆後日数が増加す

るにつれて両成分とも徐々に増加した。追熟時の食味品

質が良好であるためには，両成分値が図中の点線の闇値

を越える必要がある。例えば， B果実の場合，着果後日

数が 114日で乾物はほぼ闇値の 19.6%に達しているが，

デンプン含量は目標の闇値に達していない。すなわち，

まだ収穫できないことになる。着果後日数が 121日にな

れば，両方の成分値が闇値に達し，収穫に適する。同様

な方法により，各果実の収穫適期の判断可能になる。

以上のように，携帯型の近赤外装置を用いることによ

り樹上で、の果実品質指標をモニタリングすることが可能

2.0 
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図 10 マンゴ果実ミパエ感染の PLS回婦による有無の識別

(Saranwong et al.. 2010) 

になりつつある。

(4) マンゴ果実のミパエ卵・幼虫の非破壊検出

(Saranwong et al.， 2010) 

マンゴ果実の輸入では，植物防疫の観点から蒸熱処理

による殺虫が義務づけられている。しかしこの蒸熱処

理はマンゴの品質を著しく低下させることから，それに

代わる方法のーっとして，近赤外分光法によるマンゴ果

実のミパエ卵・幼虫の非破壊検出に関する研究が行われ

ている。

果実の腹部に碁盤の目のように 1cm間隔で縦横3個

ずつ合計9個の針穴を開け その果実をミパエのカゴの

中に約 30分聞入れて卵を接種した。未感染区として同

様に穴をあけた果実を約 30分間カゴの外の近くで放置

した。接種直後及び2日後 感染区及び未感染区の果実

のスベクトルをハンデイ型の近赤外装置でインタラクタ

ンス法により測定した。スペクトル測定の際，品温を

ウォータパスにより 25tに調整した。接種7日間後に

幼虫の数をカウントした。

マンゴ果実の 2次微分スベクトルは，モモ，ナシ，リ

ンゴなどの果実のスベクトルと同様， 950nm近傍に水

の強い吸収バンドが観察されるが， ミパエの卵・幼虫に

特異的な吸収バンドは観察されなかった。

ミパエ卵・幼虫はマンゴ果実に含まれていない成分で

あるタンパク質・脂肪を含むことから，これらの成分を

非破壊的に検出することによりミパエ感染の有無を判定

できる可能性がある。そこで， 2次微分スベクトルを用

い，感染区を1，未感染区を Oとする PLS回帰を行った

結果，接種処理2日後にスベクトルを測定することによ

り，感染区の誤識別率 4.6%でミパエ汚染果を識別でき

ることが明らかになった。

図 10に接種 2日後の PLS回帰結果の散布図を示す。

0.5の値を境に感染区と未感染区はほぼ識別可能である。

間違って識別する誤識別率は，感染区が前述したように

4.6% (8/174)，未感染区が1.1% (2/174)であった。 Cutoff

値を 0.3に変更すると，誤識別率は，それぞれ 0.6%

(1/174)， 10.3% (18/174)となり感染果が未感染果とし

て識別される誤識別率は減少するが，未感染果を感染果
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図 11 ジクロフルアニドの DESIR法による測定

(Saranwong et al.， 2005) 

と誤って識別する割合が増加する。

以上のことから，卵接種2日後に果実腹部のスペクト

ルをインタラクタンス法で測定することにより， ミパエ

感染マンゴ果実をほぼ識別できることが明らかとなった。

(5) トマト表皮に残留した農薬の測定(Saranwonget al.， 

2005) 

通常，近赤外分光法の定量限界は約 0.1%であり，

ppmオーダーの測定は困難で、ある。そこで， DESIR法

と称する方法が採用された。 DESIR法とは対象溶液を

ガラス製のフィルターに染み込ませ，それを乾燥させて，

その乾燥したフィルターのスベクトルを測定することに

より微量成分を定量する方法である。残留農薬の測定で

は，その方法に改良が多少加えられた。まず， トマト表

皮をアセトンで洗浄し残留した農薬を回収し，洗浄液

をガラス製のフィルターに染み込ませ，乾燥後フィル

ターのスベクトルを反射法により測定する。この新

DESIR法により，農薬モデル液(防カピ剤，ジクロフル

アニド)の濃度を推定した結果，ジクロフルアニの測定

精度は SEPの値で 7.9ppmであった(図 11)。この値を

果実個体当たりに換算すると約 1.6ppmである。

(6) 生乳の微生物汚染の検出 (Saranwonget al.， 2008) 

一般に食品の一般生菌数の測定は，寒天培地等の培地

に菌を接種し数日培養後のコロニーの数をカウントす

る方法により行われている。しかしこの方法は時間と

労力を必要とし，食品工場等の品質管理のためのモニタ

リングには適していない。そこで，一般生菌数の迅速測

定を目的として，近赤外分光法を用いて生乳の微生物汚

染を測定する方法が研究されている。

生乳を蓋付きの試験管に入れ ウォータパスで温度を

25
0

Cに調整し透過法でそのスベクトルを測定するだけ

で，生乳中の一般生菌数が算出可能で、ある。

近赤外分光法で生乳の一般生菌数が測定できる根拠と

して，菌が増殖することにより，生乳中の乳糖などの基

質が減少し尿素などの代謝物が増加し，従って生乳中
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図 12 生乳一般生菌数(log値)の測定

(Saranwong et al.， 2008) 

の水のスペクトルが微妙に変化しその結果として菌数

が測定できると考えられる。複数の乳牛から採取した生

乳を用いて行った実験で，一般生菌数の測定精度は SEP

の値で 0.551og(CFU/mL) であった(図 12)。

6. おわりに

近赤外分光法は，色々な分野で様々な応用がなされて

いるが，その応用は同法が有する潜在的能力のほんの一

部といわれており，今後，益々発展するものと考えられ

る。危害要因の検出では 近赤外イメージングの技術が

現場で利用できるようになりつつあり，その応用が期待

される。
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