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検証装置（カロリーアンサー検証装置（カロリーアンサー：：CA-HMCA-HM））

【CA-HMの機能】

対象物の反射測定・透過測定

標準サンプル

　　反射法は炭酸カルシウムセル

　　透過法はセルなし

　光源：　ハロゲンランプ

　分光器：　jwp製AOTF（音響光学素子）/分解能　半値幅6nm以下（1300nm）

　受光センサ：　PbSセンサ

　取得データ：　2nm毎550データ/1100nm～2200nm範囲

測定セル
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近赤外分光法近赤外分光法

波長が短い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　波長が長い　

波数（エネルギー）が大きい　　　　　　　波数（エネルギー）が小さい

近
紫
外
線

近
赤
外
線

遠
赤
外
線

中
赤
外
線

可視光線

波長
波数

200           380                          750             2500          4000      1000000
 50000       26315                      13333          4000          2500         　10

[nm]
[cm  ]-1

カロリーアンサーは、1100[nm]から2200[nm]の
近赤外線を照射、検出
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分子振動による光吸収　分子振動による光吸収　（原理イメージ）（原理イメージ）

光

光

光

主として分子の基準振動の光吸収（赤外領域）を、倍音・結合音の吸収とし
て、近赤外領域で観測する手法が、近赤外分光法。

分子の固有振動数に対応する波長の光は吸収され、減衰する
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吸光度計算（検出から数値化へ）吸光度計算（検出から数値化へ）

入射光 I0 　　　　　　　試料　　　　透過光・拡散反射光など I

透過は吸光度　A＝－log (I/I0)　　拡散反射では　log (1/R)　と表現

反射率（R）＝I/I0
透過率（T）＝ I/I0

２つの光から計算（定性分析・定量分析に不可欠な変換）

検出波長ごとに吸
光度計算をすると、
吸光度スペクトル
が得られる。
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吸光度における信号強度とノイズの関係吸光度における信号強度とノイズの関係

吸光度（A）と信号強度の関係
透過率・反射率（I/I0）範囲：0～1

吸光度範囲：0～∞

（ただし、吸光度が1増えると、信号強度
が1/10になるため、分散型分光器では
吸光度Aは2以内が望ましい）

１

２

３

＜左図の場合＞

ノイズ電圧：　0.05V

吸光度が1増えると、ノイズ

の影響は10倍。

サンプル信号が弱くなると、
ノイズ影響が拡大。

１

２

３
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本研究の背景と目的本研究の背景と目的
＜背景＞
１．カロリーアンサーの測定対象が急速に拡大
　　測定経験のない食品の増加、見たことも聞いたこともない食品の

測定依頼増
　　（海外の食品、珍しい料理、新しい料理など）

２．平成27年、日本食品標準成分表の改訂
　　（五訂から七訂へ：記載食品点数1878個から2191個へ）

３．透過測定でも多様化
　　透明な清涼飲料水から、不透明な飲料や、固形分と液体の混在

食品、水と油が分離している食品など

＜目的＞
　「試料セル厚み検討」では、透過測定の測定ニーズに合わせて、
　透過セルの構造（光路長）を変更し、性能改善の可能性を測定
　検討する。
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透過測定の基本法則透過測定の基本法則
（ランベルト（ランベルト――ベールの法則）ベールの法則）
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この光の減衰は指数関数的であり、10の累乗と
して、次式のように常用対数で表現することが多
い。

ただし

：平行光束の通過後強度

：平行光束の入射強度

：試料濃度（mol dm-3）

：透明体の厚さ

：比例定数（モル吸光係数）

：吸光度

：透過率

光吸収のある厚さ d cmの透明体に平行光束が入射した場合、光の強度が試料
の厚みに応じて減衰し、その関係式はランベルト―ベールの法則として以下のよ
うに示される。

試料セル厚み：光路長は「d」
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水の影響の考慮水の影響の考慮
透過試料は大半、水を含んでいる。このため測定では水の近赤外
吸収スペクトルの影響を受ける。

カロリーアンサーの検出範囲では、水の近赤外吸収スペクトルは
1450nm付近、1940nm付近に、非常に強い吸収を持つ。
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最良な試料厚みを得る条件最良な試料厚みを得る条件

SdcA  
S
 ：散乱による光路長の伸長係数

：散乱して検出器に届かない成分

白濁した液体などの不透明試料の場合、下式のように、拡散反
射により光路長が伸び、検出される光の量が減る。

「吸光度を2以内（透過率1/100）に収めるためには、実測により、光
路長を調整したり、リファレンスを工夫したりするとよい」とされる。
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試料厚みの最適化の概要試料厚みの最適化の概要
１．透過測定のニーズは、吸光度の大きい（検出信号が微弱）不透明

あるいは固形物を含む食品の比重が高くなっている。

２．光路長を短くすれば、吸光度は小さくなるため、より短い光路長の
セル（セル厚みが薄い）を用いて、効果を検証する。

３．検証サンプルにタイプの異なる３種の食品群を用い、それぞれ検
量線を作成、比較して、短い光路長のセルの有用性を判定する。

４．試料セルの検討
①　厚みは現行の1.5mmの他に、より薄い1.0、0.5mmで実験評価
②　試料充填の容易さなども考慮し、２種類のセル加工方式（デルリン

加工・ガラス加工）を比較

５．評価は、３タイプの食品群に対する検量線を作成し、それぞれ２種
類のセル、３種類の厚みの１８群の測定値を比較評価し、光路長の
変更が有効であるかどうかを検証する。



13

検証した食品（飲料）検証した食品（飲料）

＜区分：食品タイプ＞

A：具を含むカレー等の半液体食品

B：不透明な牛乳等の飲料

C:透明な清涼飲料水等の飲料

＜区分：セル加工＞

1：デルリン加工

2：ガラス加工

＜区分：厚み＞

15：1.5mm厚

10：1.0mm厚

05：0.5mm厚
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デルリンを薄く加工（0.5mm）、アルミスペーサー（0.5mm）と組み
合わせ、1.0mm、0.5mmを実現。（現況は1.5mm）

検証１セル（デルリン加工）検証１セル（デルリン加工）

断面イメージ

1.5mm 1.0mm 0.5mm

石英ガラス
アルミスペーサー

透過測定セルA

透過測定セルB

Oリング
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検証２セル（石英ガラス加工）検証２セル（石英ガラス加工）

1.5mm 1.0mm 0.5mm

断面イメージ

1.5mm 1.0mm 0.5mm

石英ガラスの縁を加工し、上下の向きの組み合わせで、
1.0mm、0.5mmを実現。 （現況は1.5mm）

石英ガラス

透過測定セルA

透過測定セルB

Oリング
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評価指標について評価指標について

：　-1から1の値をとる。絶対値1に近い程、相関が高い。

：　0から1の値をとる。相関係数の２乗。説明変数で説明
できる変動の割合。

：（Root Mean Square Error of Calibration）　　　
検量線誤差の標準偏差　→　確度

：（Root Mean Square Error of Prediction）　　　　
測定品の予測精度の指標　→　確度

：　同一品の連続測定ばらつき評価に使用　→　精度標準偏差

相関係数（R）

決定係数（R2）

RMSEC

RMSEP

確度：真値とのズレを表現（正確度）

精度：繰り返しの値のズレを表現
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相関と相関とRMSECRMSECのイメージのイメージ

r = 0.608

「相関がある」

r = 0.883

「強い相関がある」

r = 0.981

「非常に強い相関がある」

相関係数や決定係数は、目的変数の単位や濃度範囲によらない絶対的指標、
RMSECは、単位や濃度で変動する相対的指標といえる。
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確度と精度のイメージ確度と精度のイメージ
RMSEP（確度）のお
およそのイメージは、
プロット全体の重心が、
目的変数の重心に近
いかどうか（重心が一
致）。

標準偏差（精度）は、
連続測定の集束につ
いての情報。
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全吸光度スペクトル（セル全吸光度スペクトル（セル11使用検証）使用検証）

セル厚を薄くすることで、吸光度が小さくなる。
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全吸光度スペクトル（セル全吸光度スペクトル（セル22使用検証）使用検証）

ガラス加工の場合でも、おおよそ、デルリン加工に似た傾向。
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検量線作成について検量線作成について

重回帰分析に使用した波長は、相関係数を

用いたアルゴリズムにより決定した。

検証１８区分のそれぞれについて作成した検

量線の計算値は、RMSECによって確度評価

し、測定値については、RMSEPと標準偏差

によって確度・精度を評価した。
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評価（検量線確度）評価（検量線確度）

＜検量線の確度＞

熱量（上段）と熱量以外
（下段）とで、光路長と
確度の関係に類似性
が認められる。

検証１：B（不透明）では
効果有か（0.5mm）

検証２：B以外は、検証
１と比較し、0.5mmの結
果が悪化



23

評価（測定値確度）評価（測定値確度）

＜測定値の確度＞

検量線の確度評価と比
較的に類似。

検証１：A、Bでは効果
有か（0.5mm）

検証２：0.5mmの結果
が悪化
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評価（測定値精度）評価（測定値精度）

＜測定値の精度＞

確度評価と共通点が多
い。

検証１：A、Bでは効果
有か（0.5mm）

検証２：検量線確度の
評価に類似
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まとめまとめ

セル厚を薄くすることで、吸光度そのものは小さくなることが確
認できたが、検量線、および、測定値の確度・精度を評価する
と、単純に精度改善できるという内容には至らなかった。

しかし、改善に寄与する新しい要素があることを期待して、今
後も、セル厚の最適化は研究課題のひとつとして、追跡するこ
とが望ましい。
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ご清聴ありがとうございました


