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1．はじめに
食品の安全性の確保や食中毒要因の分析のため，食用
魚などの鮮度判定には細菌学的手法を用いるのが一般的
であるが，結果の判定に 24 時間以上を要し，鮮魚の品
質管理に利用することは現実的ではないと考えられる。
そこで，迅速で簡便な食品の品質管理方法の構築を目的
とし，食品の周囲の気体を希薄成分濃縮機材にて採取し，
GCMS を用いて分析することにより鮮度の指標となる
化合物を抽出し，鮮度を数値化することを目指した。
今回，京都市衛生環境研究所（衛環研）が日常業務の
検査対象としている食用魚を試料とし，目的成分を特異
的に濃縮できるNeedlEx（信和化工）を利用し， GCMS
を用いたヘッドスペース分析を行うことにより，鮮度の
指標となる測定対象化合物を網羅的に探索した。
具体的には，まず魚試料を密閉容器に入れ，試料周囲
の雰囲気ガスを注射針（NeedlEx）を用いて吸引し，魚
試料から揮発する成分を針内部の吸着剤により濃縮し
た。続いて，この注射針を GCMS の注入口にて加熱す
ることで，吸着剤から揮発成分を脱離させ，GCMS に
注入し分析した。
分析の結果，魚試料から複数の化合物が揮発している
ことが推定できた。このうち密閉容器内で放置した時間
の経過とともに GCMSでの分析の出力が増加または減
少した化合物は，鮮度の指標となる化合物の候補であり，
鮮度の判定に利用できる可能性が高いと考えたため報告
する。

2．実験方法
2.1　サンプリング方法
魚試料は，衛環研より提供された中で鮮度の変化が速
いと考えられる赤身魚 4種類（シマアジ，アジ，サバ，
サゴシ）を使用した。
揮発成分の濃縮にはNeedlEx を使用した。サンプリ
ング方法は北川式ガス採取器にNeedlEx を取り付け， 
300ml 容のセパラブルフラスコにサンプルを密閉し一定
時間，吸引した（図 1）。

図１　サンプリングの環境
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要　　旨
食用魚などの鮮度判定に従来より用いられている方法は結果の判定に 24 時間以上要し，品質管理に利用することは
現実的ではない。そこで，迅速で簡便な食品の品質管理方法の構築を目的とし，食品の周囲の気体を希薄成分濃縮機材
にて採取し，ガスクロマトグラフ質量分析計（GCMS）で分析を行った。今回，魚試料 4種類から揮発する微量成分の
経時変化を測定した結果， 15 種類の推定される化合物において変化を見出すことができた。今後，さらにこの中から鮮
度の指標となる化合物を選抜することで，より短時間で結果の判定が可能な品質管理方法を確立できると考えられる。
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のNeedlEx を選択した。

3.3　対象化合物の探索
得られた GCMS のクロマトグラムを，セパラブルフ
ラスコ内で魚試料を放置した経過時間の順に並べ比較し
た。このうちアジについての結果を図 2に示した。図 2
では時間の経過とともに増加，減少するピークが複数，
観察でき，保持時間（分）（RT）の順に少なくとも 8種
類のピーク（2.77，2.86，2.90，2.93，3.11，3.18，3.60，8.40）
にて変化があった。これらのピークのマススペクトルを，
GCMS 付属のソフトウェアを用いてデータベースに保
存されている化合物のマススペクトルのパターンと比較
した。その結果，マススペクトルのパターンの類似度の
高さから推定された化合物名は順に，イソバレルアルデ
ヒド，1- ペンテン -3- オール，2,3- ペンタンジオン，ジ
エチルケトン，イソアミルアルコール，ジメチルジスル
フィド，1- ヘキサナール，1- ウンデセンであった。これ
らの化合物名をRTの順に表 2へ示した。表 2では，経
過時間に伴いクロマトグラムにおいてピークが最大に
なった面積を 100%としたときの各化合物の増加，減少
を示した。
今回，サバ，サゴシについては，アジ（図 2）に相当
する経過時間に伴うクロマトグラムの変化は示さない
が，サバ，サゴシについても経過時間に伴って増加，減
少したピークが少なくともそれぞれ 6種類存在し，デー
タベースの検索の結果，推定される化合物名を表 2に示
した。また，比較のため，標準品で確認できた 3種類の
化合物（1- ヘキサナール， 2,3- ペンタンジオン， 1- ペン
テン -3- オール）についても，これら 6種類に加え併記
した。
なお，この 3種類の化合物については，今回の魚試料
の分析とは別に，標準品を魚試料と同一の条件にて測定
し，RTおよびマススペクトルが一致した。これより，
この 3種類の化合物についてはデータベースの検索結果
が正しいと考えており，化合物名にアステリスクを付記
した。それ以外に表 2に挙げた化合物名は，データベー
ス内にてマススペクトルのパターンが類似していたこと
からソフトウェアの検索結果に表示された，推定される
化合物名にすぎない。今後，上記の 3種類の化合物と同
様の手順にて標準品を用いたRTおよびマススペクトル
のパターンの確認が必要である。
表 2に挙げた推定される化合物のピークの面積は，ほ
とんどが時間の経過とともに増加するものが多かった

2.2　GCMS分析条件
バイアル瓶に入れた標準物質（1- ヘキサナール，2,3-

ペンタンジオン， 1- ペンテン -3- オール）をセパラブル
フラスコへ入れ，分離，検出可能な条件を検討し，表 1
の条件にて分析を行った。試料を吸着したNeedlEx を
ルアーロック型ガスタイトシリンジに接続し，既定の温
度に設定したGCMSの注入口にて 10 秒間加熱，吸着し
た成分を脱離した後，注入した。

2.3　吸着担体
吸着担体には，NeedlEx の有機溶剤用，トリメチルア
ミン用，脂肪酸用，アルコール用を使用した。

2.4　対象化合物の探索
解体後にミキサーを用いて破砕した魚試料の揮発成分
の経時変化を調べた。魚試料約 10g をセパラブルフラス
コに入れ，0， 2， 4， 6， 8， 24， 48， 72 時間後にそれぞれ
NeedlEx の有機溶剤用を使用し 100ml を吸引し，GCMS
にて測定した。

3．結果及び考察
3.1　サンプリング方法の検討
吸引時間が 3分間の場合，GCMSによる化合物のデー
タベース検索に十分な出力が得られなかったため，吸引
時間を 15 分間に延長し測定を行った。

3.2　吸着担体の検討
ミキサーで破砕したシマアジ 20g をセパラブルフラス
コに入れ，吸着担体 4種類で経時的にサンプリングして
GCMSにて分析した結果，有機溶剤用のNeedlEx を用
いて濃縮した場合，最も多くの化合物のピークが確認で
きた。また，夾雑ピークが少なく，クロマトグラムのバッ
クグラウンドが安定して操作性に優れていた。これは注
入口温度が使用した 4種類の中で最も低い（200℃）た
めと考えられた。以上より，吸着担体として有機溶剤用

表 1　揮発性成分のGCMS分析条件
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図 2　経過時間に伴うクロマトグラムの比較（アジ）
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が，中にはアジの 1- ヘキサナールのようにいったん増
加し，その後，減少する傾向の化合物もあった。表 2に
示したうち，ピーク面積の経時変化の例を，アジとサバ

から 3種類ずつ抜粋し（太枠部分），図 3に示した。サ
ゴシについては，ピーク面積の増加，減少の傾向が明確
ではなかったため，図には示さなかった。今後，魚試料

図３　揮発性成分の経時変化の例
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表 2　揮発性成分の経時変化
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性を示唆した。
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の鮮度管理に応用していくにあたり，例えば，継続して
増加の傾向のある揮発性成分（今回の条件下の例ではサ
バのイソバレルアルデヒド）では，ある一定濃度に達し
た時間，また，増加後に減少する成分（今回の条件下の
例ではアジの 1- ヘキサナール）では，減少が始まった
時間に着目し，従来から行われている細菌学的手法にお
ける基準値と同等とみなし消費期限として記載する，と
いった応用が期待できる。なお，図2で非常に大きなピー
クが観察できた 1- ウンデセンと類似度の高い化合物は，
72 時間後に出現しており，鮮度管理が必要と考えられ
る 24 時間前後よりも長い時間が経過した後であるため，
今回，考察の対象としなかった。
新鮮な魚から生成する揮発性成分の匂いはあまり強く
なく，スイカやキュウリ様のにおいを有し，鮮度の低下
により生臭い匂いを発生する 1）。また，一般的に言われ
ている魚臭い匂いはトリメチルアミンなどのアミン類よ
りもむしろ，脂質に由来するカルボニル化合物に多いこ
とが確認されている 2）。測定できた化合物のうち，文
献 3）4）に記載のあった香りの特徴を表 2 に付記する。
今回の条件下でも同様に，トリメチルアミンはほとんど
検出されず，草のような香り等を含むカルボニル化合物
が多く認められる傾向があった。また，既報 2）のマイ
ワシで多く観測された揮発性化合物（1- ヘキサナール，
2,3- ペンタンジオン，1- ペンテン -3- オール）が今回用
いた魚試料でも検出された。鮮度管理の指標となる化合
物を選抜するには，このような魚種に関わらず比較的多
量に測定できるものが適しているのか，あるいはその魚
種に固有の揮発性化合物を測定する方がよいのか検討す
る必要がある。
今後，今回見出した 15 種類の推定される化合物と，
従来からの細菌学的手法による鮮度判定結果との相関関
係について比較検討し，鮮度の指標となる化合物を選抜
することにより，さらに短時間で鮮度の判定が可能な品
質管理方法を確立できると考えられる。

4．まとめ
迅速かつ簡便な食品の品質管理方法の構築を目的と
し，ヘッドスペース分析法により魚試料 4種類から揮発
する微量成分を希薄成分濃縮機材により濃縮し，その経
時変化を GCMS にて測定した結果，今回の分析条件下
では，15 種類の推定される化合物において変化を見出
した。今後，さらにこの中から鮮度の指標となる化合物
を選抜することで，より短時間に鮮度判定ができる可能


