
講演内容

お申込みの方には、参加確認メールをセミナー開催の1週間程前にお送りいたします。
Web登録ができない場合は、裏面「お問い合わせ先」までお知らせください。

※資料請求のみの受付は行っておりませんので、ご了承ください。

http://www.thermoscientific.jp/about-us/events/05-food-users-forum.html

協同乳業株式会社 研究所 技術開発グループ

松本 光晴 先生
腸内環境の網羅的解析を利用した
プロバイオティクスの機能開発

お申込み方法
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健康状態に強く関連している腸内環境をターゲットとした機能性食品の開発は期待
されている。しかしながら、複雑系で個体差が大きい腸内菌叢およびそれが産生す
る代謝産物が関与する作用機序を解明するのは極めて困難で、それらの解析自体が
敬遠されている傾向もある。本発表では、それとは逆に、菌叢および代謝産物の網羅
的解析を利用してプロバイオティクスの機能開発を行った例を紹介する。

〈座長〉国立研究開発法人 農業環境技術研究所 有機化学物質研究領域　髙木 和広 先生

国立研究開発法人 理化学研究所

本郷 やよい 先生
DART-MSを用いた
発散香気成分のリアルタイム分析
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香気成分の揮発発散スピードは香料の特徴に大きく関わるものの、揮発を支配する
要素の多い混合物では予測が難しく、また嗅覚評価では個人差があるため客観的な
記述が困難であった。そこで、DART-MSにより揮発成分を経時検出し evaporation 
profile として可視化することで香料の新たなキャラクタリゼ-ションが可能か検討し
た。特に、天然香気成分の一種モノテルペン類を対象にした結果を発表する。

〈座長〉エスビー食品株式会社 商品部 分析センター　佐川 岳人 先生

ミヨシ油脂株式会社 食品本部 技術部 食品油脂研究所

佐々木 玲 先生
食用油脂の分析における
クロマトグラフィーの役割
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食用油脂中の脂肪酸、トリグリセリド組成分析には、古くからクロマトグラフィー
が利用されている。近年になり分析装置やカラム類の著しい発展により、さらに
優れた分離方法の開発が期待できるようになっている。本講演では、食用油脂の
分析でのクロマトグラフィーの重要性について、 Corona CAD を使用して実現
した位置異性体分離方法等の具体例を示して紹介する。

〈座長〉静岡大学創造科学技術大学 工学研究科化学バイオ工学専攻　渡辺 修治 先生

株式会社伊藤園 中央研究所

荒木 義晴 先生
イオンクロマトグラフィーによる
緑茶の糖分析
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糖類は、緑茶の品質に影響を与える重要な成分であるが、多様かつ微量な糖を
簡便に分離・定量することは困難であった。これを解決する手段として、本公演
では、イオンクロマトグラフィーによる糖分析を、緑茶への適用例を交えて紹介
する。

〈座長〉国立研究開発法人 産業技術総合研究所　絹見 朋也 先生

公益財団法人 サントリー生命科学財団

山垣　亮 先生
ビオラ花弁のフラボノイド配糖体分析
＝生物直接観測-MSの試み＝
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植物花弁の色を研究する際、生体試料をホモジェナイズし抽出精製を行って、LC-MS
などでフラボノイド類分析する手法が主流であった。最近の手法では一細胞MSやイ
メージングMSにより、生物を直接観測することが出来るので、いつ、どこに、どんな種
類のフラボノイド配糖体が存在するのか？を明らかにすることができる。実際の研究の
中で一細胞MSでどのようにフラボノイド配糖体を同定しているのかを含め紹介する。

〈座長〉国立研究開発法人 農研機構 食品総合研究所　亀山 眞由美 先生

当社Webサイトからお申し込みください。

機器分析
ユーザーズフォーラム

2015
ご案内

昨年、大変ご好評をいただきました「Food & Agriculture 」
ユーザーズフォーラムを今年も開催することとなりました。
ご多忙のことと存じますが、皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。

開催日 2015年 5月13日（水） 

時　間 10：30 ～ 17：00

120名

会　場
丸の内トラストタワーN館 11F
時間割は、当社Webサイトをご覧ください。

JR東京駅 日本橋口 徒歩1分 または 地下鉄 大手町駅 B7出口 徒歩2分 

＊ご所属名は、2015年4月1日現在のものです。

http://www.tcc-kaigishitsu.com/tcc-m/access.html

10：00から受付、
17：15より情報交換会を行います

定　員

独立行政法人 酒類総合研究所 研究企画知財部門

橋口 知一 先生
安定同位体比分析による
清酒・焼酎の原材料・産地判別
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近年、消費者の食の安全に関する意識が高まるとともに、食品の表示についても
関心が高まっている。2013年には食品の不正表示が社会問題となり、表示の妥
当性を科学的に検証する方法が求められている。本講演では、炭素、水素、酸素
の安定同位体比分析による清酒、焼酎の原材料、産地の判別の可能性について
紹介する。

Food & Agriculture
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＊ここに記載されている製品名は各社の商標・登録商材です。

14
液体？それとも固体？
両方の性質を併せ持つマヨネーズの
不思議な物性を、粘弾性の測定から探る

マヨネーズをチューブから出して食材にのせると、保形性があり垂
れることはありませんが、水あめの場合は、濡れ広がってしまうこ
とが容易に想像できます。この違いに、ViscotesterTM iQレオメー
ターを使って物性的観点からアプローチした例をご紹介します。

P-13
Vanquish UHPLCシステムと
Accucore カラムを利用した抗生
物質のMS/MSによるスクリーニング

TSQ Vantage™ トリプルステージ質量分析計およびVanquish™ 
UHPLCシステムにAccucore™ Vanquish™ C181.5 μm 
ソリッドコアカラムを利用した、食肉中に含まれる抗生物質36
成分をわずか5分で超高速スクリーニングした例をご紹介します。

P-

11
抗酸化能測定法
（ORAC法およびSOAC法）における
室間共同試験への当社参画について

抗酸化能評価に関して妥当性が確認され統一化された評価
法が必要となります。親油性ORAC（L-ORAC）測定法ならび
に一重項酸素吸収能（SOAC）測定法においても当社製品を
安心してお使いいただくため、室間共同試験へ参画したこと
をご紹介します。

P-10
農産物・食品の
総抗酸化能測定法（ORAC法）
における当社ソリューションのご紹介

果実や野菜などに含まれる抗酸化物質は、生活習慣病予防など
の点からも注目されています。ORAC法を実施する当社装置と
して、高速溶媒抽出装置Dionex ASE 350ならびに、マイクロプ
レートリーダVarioskan Flashをご紹介します。

P- 12 オンライン固相抽出を用いた
ビール中の苦味成分の高速分析

複雑なマトリックスの食品分析では固相抽出を用いることが
多いですが、一 般に手作業で行うため、時間のロスや調製ミス
が問題になります。自動オンライン固相抽出HPLCを用いて、
味や泡持ちに欠かせないビール中の苦味成分を、前処理なしで
短時間で分析した事例をご紹介します。

P-

8 HPAEC-Int-PADを用いた
オリゴ糖、多糖類の分析

糖類は、強アルカリ水溶液中では陰イオン、それに準じた振る舞い
を示します。この性質を利用して、陰イオン交換カラムで分離する
ことができます。オリゴ糖類、多糖類もこの性質を利用して陰
イオン交換カラムを用いて、イオン交換カラムで分離することが
できます。そして、電気化学検出器Int-PADで高感度にダイレクト
に検出することができます。

P-7
メタボロミクスにおいて
リアルな違い見つけるために。
検出、同定、探索のためのソフトウェア

日本酒の分析を例に、高分解能･精密質量分析計で得られる
データを差異解析ソフトウェアSIEVETM を用いて比較し、注目
した成分をmzCloudTMデータベースから同定して、Compound 
DiscovererTM で類縁体探索を行う、一連のワークフローをご
紹介します。

P- 9
高圧対応装置 Dionex ICS-5000+ と
カラムスイッチング法を用いた
食品分析アプリケーション

Thermo Scientific 高圧対応イオンクロマトグラフである 
DionexTM ICS-5000+ と分離特性の異なる2本のカラムを用い
た食品分析への応用例を紹介します。この方法で有機酸と無機
イオンの多成分一斉分析が可能になります。

P-

5 ソリッドコアカラムを使用した
食用油脂中の酸化防止剤分析

フェノール系酸化防止剤は、食用油脂などの酸化防止のために
保存料として一般的に使用されています。 Accucore™ C18と 
Accucore Polar Premiumカラムを用いることで、マトリックスの
影響を軽減でき、高速高分離できる分析方法をご紹介します。

P-4 Q ExactiveとLipidSearchを用いた
脂質定性・定量ワークフロー

機能成分としての脂質分子が注目されており、脂質総量に加
えて、脂質構造の重要性が高まっています。定性能力はもちろん
定量性にも優れたQ Exactiveと自動脂質同定ソフトウェアで
あるLipidSearchを用いた脂質分析の定量・定性のワーク
フローをご紹介します。

P- 6 荷電化粒子検出器（CAD）を用いた
天然試料中のリン脂質の分析

Matching GC/MS Library search results
and odor active compounds

DART-MSを用いた
牛乳・豆乳中の油脂の直接分析 脂質解析ソフトウェア「LipidSearch」

疎水基と親水基をもつ両親媒性分子で一般的にUV吸収も
乏しいリン脂質の分離分析に際し、不揮発性および半揮発性
化合物をユニバーサルに検出ができる荷電化粒子検出器を
用い、順相分析による卵黄、クリルオイル中のリン脂質の分析を
行った例をご紹介します。

P-

2
アルファ・モス・ジャパン株式会社
吉田 浩一 様

Odor search is a tool designed to facilitate the transition 
between GC/MS and GC-O experiment. By comparing the 
library search results to a database of odor active 
compounds we are able to predict the area of interest to 
the GC-O panelist. An example on the analysis of soft drink 
odor profile is described.

P-1
エーエムアール株式会社
塩田 晃久 様

DARTはサンプルを前処理することなく直接、瞬時にイオン化し、
素早い質量分析を可能にする。食品・飲料の成分分析、異物分
析、産地判別、真贋判定、製品パッケージの添加剤の分析、香気
成分（フレーバー）の経時変化分析などで利用されているが、本
発表では牛乳中の油脂と豆乳中の油脂の違いや、処理法の違い
による成分差異をその場分析した結果をご紹介する。

P- 3
三井情報株式会社
横井 靖人 様・押田 健寛 様・深町 幸宏 様

脂質は生理学的・栄養学的に重要な成分ですが、異性体が多く
同定は困難でした。今回は質量分析データを直接読込み、独自
アルゴリズムに基づき脂質を一括して同定、定量、比較解析でき
るソフトウェア「LipidSearch」をご紹介いたします。

P-

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

お問い合わせ

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-9     TEL 0120-753-670

E-mail：seminar.jp@thermofisher.com www.thermofisher.co.jp
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ポータブルFT-IR「Nicolet iS5」を用いた
食品異物分析 - 目視で発見される異物を
ATR法で迅速・簡単に分析する -

食品への異物混入は消費者の信頼を失い経済的な損失をもた
らす可能性があるため、疑いのある物質を迅速に特定すること
が重要です。コンパクトFT-IR「NicoletTM iS5TM」と1回反射ATR
を用いた食品異物分析事例をご紹介いたします。

P-

16 安定同位体比分析による
食品の産地･原材料･添加物判定

近年食品の産地・原材料・添加物に関する不正表示問題が多
発し、食の安全に対する要求が高まるとともに判定技術も進歩
してきました。不正摘発に役立つ同位体比分析による産地・原
材料・添加物判定法について例を挙げてご紹介いたします。

P-

製品とアプリケーション例をご紹介します。ポスター発表

Q&Aタイム

学会ブース展示

メタボロミクス初心者の方々ために、講師と座長の先生方が「メタボロミクスとは何？」といった基礎的なご質問に
やさしく答えてくださるコーナーです。ご質問は、来場者の皆様に事前にお伺いします。

日本食品化学学会、オフフレーバー研究会、日本マイコトキシン学会、香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会　他

Food & Agriculture


