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ＭＲ（近赤外分光分析装置）による薦汁の成分分析の可能性

上野正実・川満芳信・川畑裕二・平良英三

（琉球大学農学部）

MasamiUeno,YOshinobuKawamitsu,YiljiKawabataandEizoTnira:Possibilityofthe

componentanalysisfbrsugarcanejuiceusingNcarInfra-Red．

緒言

1995年度から実施された品質取引によって,サトウキ

ビの増収とともに品質向上が要求されている．一方,地

下水や士壌の汚染など農業による環境汚染に対して,法

令を制定して農薬･肥料などの化学資材の圃場投入制限

を強化する動きが現われている．しかし，単純な投入量

の制限は減産につながる可能性が高いので,情報化によ

る綿密な圃場管理によって投資効率と収益性の向上を

図りつつ投入量低減と環境汚染回避を同時に実現する

技術の確立が求められている．このような技術としてプ

レシジョン・ファーミング０情密農業）が注目されてい

る')．この概念の大半は著者らが推進しているプロジェ

クト`糖度向上のための作物学，士壌学，システム学的

研究〃における「生産支援システム」の構想と重複して

いる2~4)．その実現には士壌，作物，圃場,気象，生産

実績など多種多様な情報を的確に把握する必要がある

これらの情報収集には多大な手間と経費が必要で,大量

のサンプル測定に不向きな従来の成分分析手法では困

難である．

幸いなことに,品質評価のために各製糖工場に近赤外

分光分析装置(以下Ｎｍと略す）が設置され,ｔｈ熊糖度

の測定力垳われている(図１参照)．これによってすべて

の圃場（あるいは運搬トラック）の廿蕨糖度が入手可能

となった．この装置は検量線さえ作成すれば〉対象物に

ヤードに集積サンプリング収穫

辺i誤d贋
他成分胴,繍測。＋

サンプル

璽翠Eggや
1ｍ■Ｈ

図１Ｎ|Ｒを用いた甘蕨糖度の測定．

含まれる他成分の測定も可能で,廿薦糖度以外のFW胃汁成

分さらには土壌成分や肥料成分などの測定も実現でき

ると考える．

本研究では,品質取引制度を利用した効率的な情報収

集システムを構築することを目標として,(1)Ｎｍによる

蕨汁成分測定の可能性の検討,(2)測定可能と判断した

成分の検量線作成,(3)ＮＲを利用したシステムの検討を

目的とした．

材料および方法

１．供試材料

試料として1卯6/Ｗ年期に南大東村で収集し袷1束保

存した蕨汁(50サンプル),および,1998年に琉球大学に

おいて栽培したサトウキビより搾汁した薦汁(８５サンプ
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③ＮⅢ推定値と実測値の平均値の差を統計的に検

定(t検定)し，ＮＲによる測定の可能性を判断する．

４．検量線の作成

検量線は対象成分量(濃度）を特定波長の吸光度を用

いて重回帰式で示したものである．試料に含まれる成分

をＮｍで定量分析するために,スペクトルデータから成

分量を算出する検量線をあらかじめ作成しておく必要

がある.ここでは図２に示す手１１頂で検量線を作成,評価

した．

ル)を用いた.品種は主としてF161およびNiF8である．

２実験装置

システムは,インフラライザ-500型(ブランルーベ㈱)，

LCS(リキッドコントロールシステム)，サンプラ，循環

恒温槽から構成され，成分定量・定性分析ソフト

SESAlv皿の連続測定モードとICSが連動する形態で自

動測定を行う．サンプルに一定時間近赤外光を照射し，

その吸光度を測定する回折格子を使用した走査型で，

1100nm～2500,ｍの近赤外領域を最′｣､0.25,ｍ間隔で吸

光度を測定できる．

高周波誘導結合プラズマqnductivelyCoupledPlasma)を

光源とした発光分析法は,溶液試料の無機元素の定性，

定量分析に適している．ＩＣＰ高周波プラズマ発光分析装

(壜b〔島津製作所)は,７２元素の測定が可能であり，多くの

元素に対して検出限界が低く，高感度である．

化学分析には，高速液体クロマトグラフ(島津製作所）

およびイオンクロマトグラフ(日本ダイオネクス㈱を使

用した．高速液体クロマトグラフは回折格子を用いた分

光器で高感度である．高速の波長スペクトルi則定とタイ

ムプログラムによる自動測定が可能である．イオンクロ

サンプリンク

データ編集

量線計算

検量線評価

図２検量線作成の手順．

５０サンプル中40サンプルをランダムに選択し，その

スペクトルデータと実測値を用いて検量線を決定する．

スペクトルデータすなわち近赤外域のある波長の吸光

度を説明変数00,Ｎ、推定値を目的変数〔Y)とすると，

説明変数がｎ個の場合,検量線は通常,次式で示される．

マトグラフは液体試料の電気伝導度を操作し,イオン剛性

物質を高感度に検出する．異なった酸化状態にある成分

または異なった価数を持つ成分を別々に定性｡定量分析

できる．陽イオン分析はアルカリ金属，アルカリ士類金

属，アンモニウムなどの定量分析に適し，陰イオン分析

は一般無機イオン類や有機酸の分析に適している．

３測定方法

①凍結保存された蕨汁(50サンプル)の成分につい

てＮｍによる定量分析のための検量線を作成する．

②成分量X実測値)を測定済みのZW曽汁(８５サンプル)を，

完成した検量線を用いてあらためてＮⅢ推定値を求め

る．

(1)Ｙ＝ao＋alX1＋a2X2+､.＋２ｈＸ１

この検量線を用いて未使用の10サンプルNⅢ推定値

を求め，実測値との誤差が最d､になるように指定波長の

吸光度ｘの組み合わせと未定係数を決定する．その後，

N、推定値と実測値の誤差が最も小さな検量線を選択し

て確定し，日常分析に使用する．
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結果と考察

1．藤汁の吸収スペクトル

近赤外域における吸光度スペクトルの一例を図3に

示す．
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図４sucroseの↑佳定値と実測値．

（２）glucose(％）

glucoseの成分量を高速液体クロマトグラフで測定し

た.実測値とこの検量線を用いたＮⅢ推定値の関係を図

5に示す．検量線はUk式で与えられる．
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waveIength(nｍ）

図３薦汁の吸光度スペクトル0>例

この図は縦軸に吸光度，横軸に波長をとり，1100nｍか

ら2500,ｍまでの波長帯について2m､間隔に701波長の

吸光度を表示したものである．１３５サンプルの蕨汁力洛

波長において同じような吸光度を測定していることが

わかる．

２．成分の測定結果

（１）sucIuse（9'6）

sucmseの成分量を高速液体クロマトグラフで測定し

た.実測値を入力して次の検量線を得た.波長00の吸光

度によって成分量(Y)が決定する．
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図５glucoseの推定値と実測値．

Y=-44.5-91.7X,+1417X2-88.2X3H8､5X4H3､4X５（２）

伍,:l918nmX2:2444,m,X3:Z458nmX4:2470,m,X5:24兜nm）

(3)Ｙ=39.4+5.7Ｘ1-27.4Ｘ２

ａｌ:1972,m，Ｘ２:2444,m）

算出された検量線を用いて,1998年琉球大学で栽培さ

れた成分員測定済みの]瀞+サンプルをＮＲで測定した．

実測値とＮ、推定値の関係を図４に示す．

（３）Ｐ(ppm）

Ｐの成分量をICPで測定した.図６に実測値とＮⅢ推

定値の関係を示す．検量線は次式で与えられる．
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図６Ｐの推定値と実測値．

Y=42009-31％.Ⅸ1-9385.Ⅸ2+10491.Ⅸ３（４）

区,:1926mm，Ｘ２:2408,m，Ｘ３:2438,m）

図８Ｍｇの推定値と実測値．

(6)Y＝-248.6+36903Ｘｌ－３２４０７Ｘ２

０【l:1910,ｍ，Ｘ２:1946,m）

（４）Ｋ(ppm）

図７にＫの実iHll値とＮⅢ推定値の関係を示す．検量

線は次式で与えられる．

３推定精度によるＮ、推定可否判断

各成分のＮ、推定値と実測値についてt検定による推

定精度は次の通りである．

1％レベルsucmse，glucose，Ｐ，Ｋ，Ｍ９，Ｓ，Ｓｉ

５％レベルfuctose，Ｎａ

測定不能ＡＬＢ，Ｆｅ，Ｃａ，Ｍｎ，Ｍｏ

これより，sucIDse，glucose,Ｐ,Ｋ,Ｍ9,Ｓ，Ｓｉの成分

はある程度の精度でＮｍによる測定が可能であると判

断した．測定不可のＡｌ，Ｂ，Ｆｅ,Ｃａ,Ｍｎ,Ｍｏについて

は今回作成した検量線では測定不能と判断した．

廿蕨糖度と蒔汁中のカリウムなどの間には相関関係

があり,士壌成分と蕨汁成分との関係が明らかにするこ

とによって廿蕨糖度の向上が期待できる2)．Ｎｍによる

迅速な情報収集の可能性が明らかになったので,各肥料

成分の過不足を判定し合理的な施肥管理技術を確立す

るシステムの実現に－歩近づいたと言える．士壌成分の

測定とサトウキビの栄養診断をＮｍによって行い,その

他の情報と合わせて総合的に分析すれば農家に情報を

提供する有効なシステムを作ることができる．

このように,本研究によって砺騎Ll-成分の迅速分析の可
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図７Ｋの推定値と二尾測値．

Y=-51939-18626.4Ｘ,+S90824X2

は,:M8nm，Ｘ２:2428,m）

2500３０００

(5)

（５）Ｍｇ(ppm）

図８にＭｇの実i則値とＮ、推定値の関係を示す.検量

線は次式で与えられる．
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Surmary

The pwpose ofthis study was to analyze the components of

sugar canejuice in order to improve the cultivation marmer and

to achieve high yield, high quality and low input of fertilizer.

Whether the Near Infra-Red analyzer could employ to realize it

was mainly focused. Chemical analyses of the juice

components were carried out by a IC~ an ionic

chromatography and liquid chromatography in order to make

calibration equations and to check the accuracy ofthese. Totally,

135 samples ofcane juice gathered from Minami Daito Island

and University Experiment Fann were supplied. It was

statistically confinned that the components, sucrose, glucose,

p, K, Mg, S, Si, fiuctose, Na were able to analyze with a

certain level ofaccuracy. The analysis for AI, B, Fe, Ca,

Mn, Mo was difficult
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