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 カロリーアンサーの測定原理

 近赤外線の浸透度と食品の粉砕について

 測定モード分類と新測定モードについて

＜目次＞＜目次＞

● カロリーアンサーの測定原理
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光（近赤外線）を使用

誰でも簡単に操作、測定

調理品を測定

レシピ不要

非破壊（的）・非接触

特許取得：特許第4104075号

「近赤外分光法」
「近赤外分光分析法」

カロリーアンサーのコンセプトカロリーアンサーのコンセプト
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近赤外分光法の応用分野近赤外分光法の応用分野

（第33回近赤外講習会 より）

農業

食品

医薬品

石油・高分子化学

繊維科学

木材

建築

医学

犯罪科学

文化財
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近赤外分光法の目的近赤外分光法の目的

近赤外分光法を使う目的

定量分析（特定成分の含有量を求める）

定性分析（成分を同定し、試料を判別する）

近赤外分光法は従来法に置き換わる簡便法

より簡単な作業で、より短い時間で、非破壊的に分析できる

（ただし、従来法が先になければ分析できない）

近赤外分光データから得られる情報の特徴

測定対象の化学的な性質： 水や有機化合物の定量

水素結合による分子間相互作用の解析

測定対象の物理的な性質： 粘度、弾性、塑性、粒度、硬度の評価

カロリーアンサー
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近赤外線近赤外線

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

近
赤
外
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 1100～2200[nm]
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光

光

光

分子振動による光の吸収分子振動による光の吸収

物質を構成する分子は分子構造に依存した複雑な動き（分子振動）をする

その分子は特定波長の光を吸収するため、

反射光や透過光には、吸収された後の減衰した光が含まれている

丁度いい波長

分子

基準振動

吸収された波長の光は減衰

（図は分子振動のイメージ）
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近
紫
外
線

近
赤
外
線

遠
赤
外
線

中
赤
外
線

可視光線

近
赤
外
線

波長
波数

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

[nm]
[cm  ]-1

近赤外線の吸収近赤外線の吸収

光の吸収要因 （電子遷移） （分子振動）（分子回転）

「吸収の空白域」 → 分子振動の倍音･結合音の弱い吸収がある
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近赤外分光法の特徴近赤外分光法の特徴

近赤外線は透過性に優れており、非破壊、

無侵襲分析に適する

 O-H、C-H、N-Hといった官能基（食品栄養

素を構成する分子）が近赤外線を吸収

ただし、近赤外領域の吸収の大部分は、O-H、C-H基の振動由来
であり、各分子の倍音・結合音が重なっているため、スペクトルの類
似性が高く、吸収がわかりにくい
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吸光度（光吸収の数値化）吸光度（光吸収の数値化）

光の吸収を測定するための必須情報

特定波長における入射光の強度（I0）

特定波長における試料の拡散反射光や透過光の強度（I）

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
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吸光度スペクトル吸光度スペクトル

（ 1994年「近赤外分光法による穀物の品質測定 : （第１報）
近赤外分光法の基礎特性」北海道大学農学部邦文紀要, 
19(2): P274 より 大豆と主要成分の吸収スペクトル）

吸光度スペクトルで定性分析

大豆の全粒粉の吸収から、どんな成分が含まれるかが分かる

Whole meal と Oil が類似吸光度
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従来法によるカロリー計算（２通り）従来法によるカロリー計算（２通り）

直接灰化法灰分 (g)

常圧加熱乾燥法水分 (g)

フレーム原子吸光光度法ナトリウム (mg)

ナトリウムより計算食塩相当量 (g)

計算 ※２炭水化物 (g)

酸分解法脂質 (g)

ケルダール分解法たんぱく質 (g)

計算 ※１熱量 (kcal)

検査方法（例）検査項目

※１ 熱量＝たんぱく質×４＋脂質×９＋炭水化物×４

（アトウォーターの係数使用）

※２ 炭水化物＝１００－（たんぱく質＋脂質＋水分＋灰分）

理化学分析

分析機関に依頼（２週間かかることも）

日本食品標準成分表を利用

何kcal？

日本の食品（1800項目以上）

理化学分析値データベース

レシピ

重量変化率

廃棄率

損耗率

給油率 etc.

熱量＝○○○kcal

素材ごとに成分値を合算
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測定サンプルについて、
従来法による分析値を
取得

カロリーアンサーで複数
のサンプルを測定し、吸
光度スペクトルを取得

検量線によるカロリー計算検量線によるカロリー計算
計算プロセス

サンプル測定 理化学分析

重回帰分析

熱量（kcal）＝たんぱく質（g）×4＋脂質（g）×9＋炭水化物（g）×4

まず、全サンプルの吸光度と、理化学分析の熱量値との相関が高い波長を選択する。
次に、選択した波長（吸光度）と、その他の波長（吸光度）を組み合わせ、重回帰式によって熱量予測値を
算出し、すべての組み合わせから相関が高い波長を選択する。以降、同様にして計算波長を増やし、最
終的には以下の重回帰式が得られる。

Y＝k0＋k1×A（λ1）＋k2×A（λ2）＋k3×A（λ3）＋・・・＋kn×A（λn）

検量線計算時（Y：分析値 A：吸光度 λ（1～n）：波長） → 測定時（k（0～n）：既知係数 Y：予測値）

理化学分析サンプル測定

重回帰分析

分析値（100ｇ当たり）

予測値（100ｇ当たり）

波長選択基準①
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分子振動による近赤外線吸収帰属分子振動による近赤外線吸収帰属
重回帰分析の計算波長の参考

波長選択基準②
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カロリー検量線カロリー検量線
カロリーアンサーCA-HNに使用されているカロリー検量線

・計算波長数はおもに４個

・吸光度、吸光度の二次微分値を使用

・たんぱく質、脂質、炭水化物、水分に

ついても、個別に検量線作成

・モード単位（全種検量線）で検定

R2： 決定係数（相関係数の2乗）
SEC： 検量線計算時の標準誤差
Bias： 系統誤差
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 カロリーアンサーの測定原理

近赤外線の浸透度と食品の粉砕について

 測定モード分類と新測定モードについて

＜目次＞＜目次＞
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近赤外線の浸透度（実験１：食品）近赤外線の浸透度（実験１：食品）

ぎょうざの皮に異物（紙）を挟み測定（CA-HN簡易測定）

（比較的、成分と厚みが均質な食品として、ぎょうざの皮を使用）

＜測定手順＞

（１回目）上から紙１枚、ぎょうざの皮５０枚。

（２回目）上からぎょうざの皮１枚、紙１枚、

ぎょうざの皮４９枚。

（３回目）上からぎょうざの皮２枚、紙１枚、

ぎょうざの皮４８枚。

・

・

（以降、順番に測定）
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実験１実験１ 近赤外スペクトル近赤外スペクトル

セラミック

（リファレンス）

紙（最上面）

皮（上１枚）

皮（上２枚）

（以降↓）
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実験１実験１ 吸光度スペクトル吸光度スペクトル

（以降↑）

皮（上２枚）

皮（上１枚）

紙（最上面）
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実験１実験１ 熱量測定値の推移熱量測定値の推移

＜データ＞

ぎょうざの皮の厚み

５０枚で４０ｍｍ １枚あたり０．８ｍｍ

ぎょうざの皮の成分表示より

１００ｇ換算熱量 ２７３．４ （kcal）

紙（最上面）

皮（上１枚）

皮（上２枚） （以降→）

２～３枚目ほどまで、
下の紙が影響

測定値に影響する深さは、
２～３ｍｍ程度か
（浸透度は倍？）

紙のカロリー？

紙（セルロース）は食物繊維の一種で、成
分はブドウ糖（βグルコース）。人は分解
酵素（セルラーゼ）がないため栄養素にで
きない。デンプン（αグルコース）と同様に、

近赤外線の吸収がある。



21

近赤外線の浸透度（実験２：石英ガラス）近赤外線の浸透度（実験２：石英ガラス）

石英ガラス（CA-HMの測定セルに使用）

＜石英ガラスの特性＞

圧縮に強く、熱膨張率が低く、耐熱衝撃性が高い。

近赤外領域で高い光透過性を有する。

＜カロリーアンサー測定への効果＞

・サンプル表面を一様にし、測定の再現性を高める

・サンプルの水分蒸発を防ぐ
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実験２実験２ 近赤外スペクトル近赤外スペクトル
チーズクッキー（粉砕）

※サンプル信号のギャップは主にガラスの表面反射による損失
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実験２実験２ 吸光度スペクトル吸光度スペクトル
チーズクッキー（粉砕）

※石英ガラスの近赤外線吸収は微弱なため、吸光度への影響は小さい
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実験２実験２ 測定値（ガラスの有無）測定値（ガラスの有無）

CA-HM菓子類（スナック）モード測定値

※石英ガラスの測定値への影響は小さい
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粉砕の効果（実験３）粉砕の効果（実験３）

あんぱん（小豆あん・白あん）部分測定と、

こしあん、食パン、あんぱん粉砕測定（CA-HN簡易測定）

※パン上部のみ中央部の厚みは５mm以下

１．全体そのまま ２．あんを露出 ３．パン上部のみ ４．粉砕測定
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実験３実験３ 近赤外スペクトル（１）近赤外スペクトル（１）
「１.全体そのまま」
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実験３実験３ 近赤外スペクトル（１、２）近赤外スペクトル（１、２）
「２.あんを露出」を追加
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実験３実験３ 近赤外スペクトル（１、２、３）近赤外スペクトル（１、２、３）
「３.パン上部のみ」を追加
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実験３実験３ 近赤外スペクトル（１、２、３、４）近赤外スペクトル（１、２、３、４）

「４．粉砕測定」を追加 （粉砕による平均効果）

灰色：浸透実験波形

黄：食パン（粉砕）

赤：あんぱん（粉砕）

青：こしあん
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実験３実験３ 測定値と粉砕の効果測定値と粉砕の効果
CA-HNパン類モード熱量測定値と平均効果
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実験ノート（浸透度と粉砕）実験ノート（浸透度と粉砕）

・ぎょうざの皮なら２、３ｍｍ程度は近赤外線が浸透する

・表面物質が近赤外スペクトル形状に大きく影響する

・石英ガラスは赤外線の透過性が高いので影響が小さい

・表面と内部が異なる食品は粉砕で情報が平均化する

＜まとめ＞

拡散反射法において、近赤外線は食品を透過する性質はあるも
のの、物体表面にある光吸収物質の影響が大きい。そのため、食
品内部の情報を得るためには、粉砕攪拌し、表面と内部の差がな
い状態にする必要がある。
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光路長 １～１０cm 光路長 ０．１～数cm 光路長 ０．０５～１cm以上

領域 III

吸収が鋭く、判別分
析に適している

領域 I

吸収が弱く、透過力に優れる

領域 II

比較的吸収が強く、
定量測定には適し
ている

波長λ 800nm 1100nm 1800nm 2500nm

波数ν 12500cm-1 9091cm-1 5556cm-1 4000cm-1

可視 （中）赤外
領域 I 領域 II 領域 III

~

近赤外線

近赤外領域の特徴とカロリーアンサー近赤外領域の特徴とカロリーアンサー

※第２９回近赤外フォーラム講演要旨集（P8）より抜粋

カロリーアンサーは
1100nm～2200nm
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 カロリーアンサーの測定原理

 近赤外線の浸透度と食品の粉砕について

測定モード分類と新測定モードについて

＜目次＞＜目次＞
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どちらを使う？どちらを使う？ 「反射」と「透過」「反射」と「透過」

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2以内が望ましい）

１ ２ ３

＜左図の場合の例＞

ノイズ振幅： 0.05V

吸光度のノイズ（±平均）：

１．0.02

２．0.07

３．0.24

吸光度が1増えると、ノイズ

の影響は10倍。

「反射」・「透過」の選択は、

吸光度の振幅が鍵。



35

えび風味スナックでみる「反射」と「透過」えび風味スナックでみる「反射」と「透過」

吸光度２
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乳酸菌飲料で見る「反射」と「透過」乳酸菌飲料で見る「反射」と「透過」

吸光度２
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実験ノート（「反射」と「透過」）実験ノート（「反射」と「透過」）

・サンプル信号が強ければ吸光度は小さくなり、ノイズ影響は小さくなる

・固形物を粉砕した食品の測定は、透過より反射が適する

・液体の測定は、反射より透過が適する

※食品に応じてサンプル信号が強くなる方式を選択したほうがよい
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モード分類の必要性モード分類の必要性
吸光度スペクトルで見る食品分類

同一モードでの測定が難しい例

同種食品なのに、吸光度差が大きい

別の食品なのに、吸光度差が小さい

モードの分離
（別の検量線）

水分 94.7ｇ

水分 8.7ｇ

黒：レトルトごはん 赤：鶏むね肉

（カロリーアンサーCA-HM 反射データ）

黒：乾燥わかめ 赤：水戻しわかめ

（カロリーアンサーCA-HM 反射データ）

水分 73.8ｇ

水分 64.7ｇ
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モード分類による測定値改善例モード分類による測定値改善例
レトルトごはんと鶏むね肉
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標準成分表に対応する新モード標準成分表に対応する新モード
日本食品標準成分表の分類

（文部科学省ホームページ より

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/05031802.htm）

【従来のモード】

炭水化物を中心に各栄養素を
ある程度含む加工食品を対象に
した汎用タイプ。

栄養素バランスが大きく異なる
食品には合わないケースも。

【新モード】

日本食品標準成分表の分類を
ベースに、各項目ごとに細分化。

反射と透過を有効に活用し、

従来は対応できなかった食品
も対象とする。（CA-HM）
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新モードの分類フローチャート新モードの分類フローチャート
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分類プロセス１．「反射」と「透過」の選択分類プロセス１．「反射」と「透過」の選択
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「反射」と「透過」の選択例「反射」と「透過」の選択例
ペースト状食品の場合

吸光度スペクトル こしみそ 吸光度スペクトル トマトケチャップ

味噌には反射方式を、トマトケチャップには透過方式を採用してモード構成

吸光度２
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分類プロセス２．細分化分類プロセス２．細分化
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細分化効果とスクリーニングモード細分化効果とスクリーニングモード
穀類（熱量）の計算例

細分化なし ３モードに細分化
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新モード細分化新モード細分化

※調理加工食品類・し好飲料類の内容は「オリジナルモード」にラインアップ

※モード名や内容は、予告なく変更することがございます
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新モード選択方式新モード選択方式

JWP CA-HM Client
（本体付属
測定値計算表示ソフト）

※バージョン 2.6.0以降

項目のボタンを
クリックすると→ 細分化モードのボタンが

ポップアップ

「穀類スクリーニング」
「穀類（200kcal未満）」
「穀類（米以外粉末・乾麺・麩）」
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新モード選択方式の機能新モード選択方式の機能
＜モード非搭載時＞ ＜モード搭載時＞

モードを構成する食品グループの濃度範囲と食品例（選択の参考に）
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 カロリーアンサーは食品の栄養成分分子が吸収する近赤外線を検出し、
従来法を基盤とする検量線によって、エネルギーや成分を定量する

 カロリーアンサーは食品表面から２、３mmの深さまで情報を検出する
（食品全体のデータを取得するために粉砕攪拌が必要）

 CA-HMの「反射」と「透過」の選別活用と、
日本食品標準成分表の分類に対応する新測定モードで、
測定の幅が広がる
（任意の食品グループでカスタマイズも可能）

＜まとめ＞＜まとめ＞
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ご清聴ありがとうございました


