
食品の安全はどのように担保されているでしょうか？
SCIEXの食品検査ソリューションがお答えします。
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食品の安全性検査では、誤った結果は 
許されません
混入物質や食品偽装まで、いかなる分析においても常に正しい 
答えを導くソリューションをご提案します

供給業者
• 原料成分の QA/QC
• 原料汚染調査
• 輸出入基準の準拠

生産者 

検査室
• 結果に対する揺るぎない自信
• 最高レベルの効率を実現

製造業者
• 製品リコールの回避
• 食品規制の遵守

規制当局者
• 食品輸出入の監視
• 将来を見据えた対策
• 世界の食糧問題への対応

消費者
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サポート

テクノロジー

ソフトウエア
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食品の品質と安全に関するソリューション

 食品には何が入っているのでしょうか？

食品検査業での様々な試み

世界に向けた SCIEX MS のバーチャル会議イベント
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食品には実際に何が
入っているのでしょう
か？

年間40億トン近くの食品が生産され、世界の約70億人を支えてい
ます。世界の食糧供給の安全性と品質は、人間の健康と繁栄の基
盤となっており、汚染された食品は、急性または長期的な（時には
生命を脅かす）健康上のリスクと結びついています。

食品汚染は例外なく誰にでも影響する問題です。食品生産者には、
世界的な需要を賄うに足る量の食品を確実に生産するよう圧力が
かかり、時には農場の生産性向上のために農薬や抗生物質等の化
学物質を使用することがあります。そしてその残留物が後に生産さ
れた食品に蓄積する可能性があります。製造工場では、様々な種類
の製品を単一設備で処理することを求められることが多くあり、そ
の結果、交差汚染のリスク（特定されていないアレルゲンの原因と

なる可能性）が生じることになります。食品供給業者、生産者、製
造業者、規制当局は、世界的な食品の安全性を確保するという使命
を担っており、消費者が口にするものについて、安心してもらいた
いと考えています。

食品の安全性検査では、何を調べているのでしょうか？食品は、重
金属、微生物汚染、アレルゲン、さらに農薬や混入物といった残留
化学物質など、あらゆる種類の物質に汚染されている可能性があ
ります。食品に有害な汚染物質が含まれておらず、問題なく口にす
ることができる状態で食品が供給されているかを恒常的に評価す
るのは、食品業界の役目です。

食品には何が入っているのでしょうか？ 残留農薬

ビタミンや栄養成分の
含有量

自然毒

残留抗生物質や残留 
動物用医薬品

化学混入物 アレルゲン 遺伝子組換え作物
（GMO）

細菌汚染や微生物
汚染

重金属

製造時や包装段階で
の汚染

食品偽装、整合性
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食品汚染や混入は、様々な形で生じる可能性がありま
す。食品生産者、製造業者、規制当局は、すべての食品
が安全でかつ身体に良く、ラベル表示に適合し、有害
な汚染物質が含まれる可能性がないように日々努めて
います。
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スーパーマーケットに行った時、食べても安全な食品を買っている
ことがわかれば、とても気分が良いものですが、それを支えている
のは、食品検査業です。食品研究者は、食品の汚染物質や栄養価
の検査や、これらの各種化合物を検査する新しい方法の開発、さら
に食品サンプルに未知の残留物質や混入物、他の化合物が存在す
る可能性の調査を日々行っています。

食品検査のワークフローを考える際には、多くの検討すべき事項
があります。なかでも最も重要なことは、汚染を見つけることで
す。ひとつのエラーが、消費者の健康への影響や製品リコールなど
の甚大な被害をもたらしかねません。

食品検査で最も考慮すべきこと

そもそも食品のサンプルは複雑なため、その分析は大変難しいも
のです。食品製品は、タンパク質や炭水化物、脂肪、ビタミン（体に
害のない化合物）から残留物や汚染物質（体に害のある化合物）ま
で、様々な化学化合物を取り合わせたものを含んでいます。食品検
査機器の役目は、良いものの中から、不必要なものや害を及ぼす
何かを見つけることです。

食品のサンプルは、腐敗しやすいため、効率よく適時に検査を行わ
ねばなりません。食品検査ラボでは、多くの場合厳しい納期条件に
さらされています。高精度の結果を出さねばならないというプレッ
シャーだけでなく、厳しい時間の制約下で仕事をなさねばなりま 

せん。

食品検査の技術的なステップ

食品検査ワークフローには、多くのステップがあります。まず対象
化合物を食品サンプルから抽出せねばなりません。そして、干渉化
合物や不必要な基質成分（タンパク質や糖質、その他の内因性化
合物など）があれば、測定値に影響を与えないように除去します。
次に、適切なテクノロジーを用いてサンプルを解析します。データ
処理を行い、何か発見があれば報告します。それぞれの段階が、最
良の解析結果を確実に得られるように戦略的に考えぬかれ、最適
化されていなければなりません。

食品検査業での様々な
試み
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It is a great feeling to know that you are buying food that  

is safe to eat when you go to the grocery store. We have the 

food safety testing industry to thank for that. Food scientists 

work day-in and day-out testing food for contaminants  

and/or nutritional value, developing new methods to better 

test food for those assorted compounds, and surveying food 

samples for potential unknown residues, adulterants,  

or other components.

Food scientists have a number of things to consider when 

approaching a food testing workflow. The most critical is 

finding a contamination – an error could have devastating 

consequences, including consumer health impacts and  

product recalls.

Top considerations in food testing

Food samples are innately complex, making food analysis 

a challenge. Food products contain an assortment of 

chemical compounds, from proteins, carbohydrates, 

fats, and vitamins (healthy compounds) to residues and 

contaminants (unhealthy compounds). It is the job of the 

food tester to find anything unwanted, or potentially 

hazardous, among all the good.

Food samples are also perishable, so testing must be done 

in an efficient and timely manner. Food testing labs are 

often faced with stringent sample turnaround deadlines 

– they are not only pressured to produce accurate results,

but must do so under significant time constraints.

Technical steps in food testing

The food testing workflow contains many steps – first, residues 

of interest must be extracted from the food sample. Then, 

any interfering or unwanted matrix components (such as the 

proteins, sugars, or other endogenous compounds) must be 

removed to reduce their impact on the measurements. Next, 

the samples are analyzed using the appropriate technology. 

The data is processed, and any findings reported. Each of 

these steps must be strategically considered and optimized to 

ensure the best results for the analysis.

The trials of  
a food tester
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The primary technical considerations can be summarized as follows:  

Parameter Description

Accuracy The closeness of an analytical result to its true value, often reported as a % accuracy relative to
the expected value. 

Precision The closeness of the results of multiple analyses to one another, often reported as a % coefficient of 
variation (CV) of the results of multiple measurements.

Selectivity and 
specificity

The degree of confidence that the desired measurement is due to the presence of the compound or 
contaminant of interest and not to other influences (such as matrix components or other chemicals or 
compounds).

Robustness The evaluation of how well a method stands-up to changes in variables, conditions, and external
factors. of how well a method stands-up to changes in variables, conditions, and external factors.

Sensitivity The instrument response to the presence of a compound of interest relative to the instrument
response to a blank sample (noise).

Reliability Assurance that the method produces very few to no false positive or false negative results. Reliability is 
the culmination of the strength of the other 5 parameters listed.

There are additional elements and parameters essential for method development and validation. Laboratories are recommended to follow method development and validation 
guidelines provided by ISO, SANCO, AOAC, and other internationally recognized organizations.

All of these components funnel into one main question:

Confidence and reliability – are you sure your positive 

samples are actually positive, and your negative samples are 

actually negative?  

When considering all of these elements, we can see how 

challenging food testing can be! SCIEX strives to empower 

food testing scientists with the best technology and support 

to enable them to meet each of these challenges and 

demands. This eBook is designed to provide an overview of 

the SCIEX food testing solutions and innovations, supporting 

our valued food safety testing scientists, and giving consumers 

that extra confidence that the food they are eating is safe.

www.sciex.jp

技術的な配慮が必要なポイント: 

パラメータ 概要

真度 分析結果が真の値にどれぐらい近いかを示し、多くの場合基準に対する一致が％で報告される

精度 独立した分析の結果が互いにどのくらい近いかを示し、多くの場合多数回の測定結果の再現性が（CV）％と
して報告される

選択性と特異性 意図した測定値が対象化合物または対象汚染物質の存在によるものであって、他の影響（基質成分やそのほ
かの化学物質や化合物など）によるものではないことの確からしさ

頑健性 変数や条件、外的要因の変化に左右されない手法であるかについての評価
感度 ブランクサンプル（ノイズ）に対する機器の反応と比較した場合の対象化合物の存在に対する機器の反応
信頼性 当該手法により偽陽性または偽陰性が生じることが「ほとんどない」あるいは「まったくない」状態であるこ

との保証
信頼性は、上記5つのパラメータの強みを合わせた指標（日本の場合は、妥当性試験として広く知られてい
る。食安発第１１１５００１号（平成１９年１１月１５日）「食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評
価ガイドライン」参照

http://www.nihs.go.jp/food/_src/sc918/validation_guideline.pdf）
* メソッド開発やバリデーションに欠かせない要素やパラメータは他にもあります。研究室は、ISO、SANCO、AOAC、そのほか国際的に認められている組織によって作成された手法開発やバリ
デーションに関するガイドラインに従うことが推奨されています。
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すべては一つの疑問に集約されます：

信頼性と確からしさ：陽性サンプルは、本当に陽性で、陰性サンプ
ルは本当に陰性なのでしょうか？

こうしたすべての要素を考慮すると、食品検査の難易度がどれほど
高いことか、お分かりいただけるでしょう。SCIEXは、食品検査を行
う科学者に最高のテクノロジーとサポートを提供し、こうした難し
い課題や需要を満たせるよう力添えをいたします。

本ガイドブックでは、SCIEX の食品検査ソリューションとイノベー
ションの概要をご紹介し、大切な食品の安全性検査を行う科学者
のみなさまを支援し、消費者のみなさまには、口にする食べ物が安
全であるという確信をさらに深めていただきたいと思います。
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Tour

          Food Chemistry

Journal of Chromatography

            Analytical and Bioanalytical Chemistry

          Food Additives & Contaminants

      Food Control

情報満載のバーチャル会議

50 以上の国の食品検査に携わる
研究者の方が、SCIEXのソリュー
ションを採用して分析を行い、論
文やレポートなどを執筆されてい
ます。2009年以来食品検査の学
術誌 47 誌に掲載されているほぼ
800報の論文にSCIEXの装置が使

用されています。

論文は幅広い
食品検査分析
に及びます。

動物用医薬品

農薬

Bioactive

マイコトキシン

貝毒

不純物

プロセス中混入物

栄養成分/機能性成分

果物・野菜

魚類・海産物

水

Biological fluids

食肉・食肉製品

シリアル・ベーカリー製品

飲料

牛乳・乳製品

漢方薬

油脂 

ぜひバーチャル会議 ASMSに出席して、X500Rのテクノロジーとラ
ボでの活用法について学んでください。プレゼンテーションのセク
ションでは、“Food&Environmental Testing（食品・環境検査）”
でフィルタリングするだけでOKです。日常検査のあらゆるニーズに
合ったこれからの高分解能質量分析法を、ぜひ探索ください！

*  バーチャル会議ASMSについての情報は弊社HP ( www.sciex.jp ) にてお伝えします。 
ご期待ください。

SCIEX MSのバーチャル体験を 
世界中で

世
界
に
向
け
た

 S
C

IE
X

 M
S 
の
バ
ー
チ
ャ
ル
会
議
イ
ベ
ン
ト

検査は右に示されてい
るものを含む42以上も
のマトリクスについて
行われています。

www.sciex.jp



比類なき頑健性と
定評ある高パフォーマンス

ルーチンの食品検査に対応するLC/ MS/ MS

実際の検査機関においては、何時間も、何日間も続けて黙々と信頼できる結果を出す 
LC/MS/MSが必要です。SCIEX 4500 シリーズは、これまでの API 4000™ システムから 
四重極プラットフォームを受け継ぎながらも、より分析能力が向上し、信頼性の高い定量
性能を持っています。

不純物の多い食品サンプルを長時間解析できる質量分析が必要な時、頼りになるのが 
この4500システムなのです。

詳細はこちら＞　https://ter.li/1y4kic

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. The trademarks mentioned herein are the property of AB Sciex Pte. Ltd.  
or their respective owners. © 2017 AB Sciex.  

Answers for Science. Knowledge for Life.™

詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。
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世界の食糧供給の増加ニーズが高まる中、生産者には農産物の収
益性を最大化しなければならないという重圧がかかっています。結
果として、農産物への農薬、殺菌剤、除草剤の使用が急増し、害虫や
雑草、微生物、真菌類による被害を防ぎ、農作物を長持ちさせるこ
とが出来るようになりました。しかし残念ながらその結果、これらの
農薬や、その代謝物、副生成物が食糧供給の中に入り込み、多くの人
によって消費されています。

健康上のリスク：基礎研究において、農薬の摂取または曝露によ
り、出生時欠損、神経障害やがんなどの健康問題の原因となること
が示されています*。また、農薬に長期間曝された場合の健康リスク
に関する情報はほとんどありませんが、農薬の影響に関する毒性学

的研究により、様々な食品製品に含有される農薬の量に関して、多
くの規制が制定されることになりました。

必要な答えがここに：食品と飲料中の農薬検査に関する SCIEX の
ソリューションなら、「サンプルに何という農薬がどれぐらい入って
いるのか？」という疑問にお答えできます。検査では、前処理からレ
ポートアウトまで一貫したワークフローを簡単に実行でき、サンプル
から農薬を抽出し、サンプル中の農薬化合物（およびその量）を同
定します。

食品や飲料中の農薬

搭載ソフトウエア

SCIEX OS – 農薬分析に最適なソフトウェア ソリューション。包括的で簡単
に学べるこのシンプルなソフトウェア プラットフォームは、即座に数百もの
ハイスループット スクリーニングを行うためにデザインされたものです。

カタログ： 

＞　https://ter.li/2un7o2

On-demand Webinar: 

X500R SCIEX-OSソフトウェアのご紹介 

＞　https://ter.li/m4411h

X500R- 新しい高分解能質量分析装置のご紹介 

＞　https://ter.li/i9f2vf

* http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/status.htm

農
薬
検
査
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頑健な農薬分析を、何時間も、何日も

QTRAP® 4500システム

食品および環境サンプル中の農薬に対する信頼性の高いスクリー
ニングと定量化を実現できる、定評のあるパフォーマンスをご紹介
いたします。

•   農薬分析におけるニーズを満たす感度、信頼性、そして頑健性

•   Multiple Reaction Monitoring（MRM）による定量と、ライブ
ラリ サーチによる同時同定確認のための高速フルスキャン MS/

MS データの収集を同時に実施

•   極性切り替えが高速であるため、一度のインジェクションで、ポ
ジティブとネガティブ農薬の分析の実施が可能

•   データ解析をハイスループットで実現する優秀なソフトウエア―
多数のサンプルをより短時間で解析

カタログ：4500 LC/MS/MS シリーズ＞　https://ter.li/o53mrs

テクニカルノート：
果実および野菜試料中の農薬のスクリーニング・定量時の
QTRAP® LC/MS/MSシステムでの同定の信頼性向上
＞　https://ter.li/cifsuw

On-demand Webinar：
食品分析の基礎  

＞　https://ter.li/v32w8b

【Aisti science招待講演】
STQ法の解説　～操作性と精製を両立した残留農薬一斉分析法～
＞　https://ter.li/gjuv5w

Learn more!

農
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詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。
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残留抗生物質および
残留動物用医薬品

成長促進剤として、また感染の予防と治療のために、抗生物質を食
用動物に投与することが近年一般的になっています。このような抗
生物質は経口または注射によって投与されることが多く、可食組織
やその他の副生成物（牛乳や卵など）中に蓄積する可能性がありま
す。また、抗生物質は、魚介類の養殖場やさらには養蜂場でも使用
されるため、蜂蜜等の中に蓄積する可能性もあります。

健康上のリスク：「スーパー耐性菌」という言葉を耳にしたことが
あるのなら、抗生物質の過剰使用に伴うリスクをご存じのことで
しょう。

食品中にこのような薬剤の残留が増えれば、抗生物質に耐性を持
つ細菌のリスクが増大し、その結果、感染症治療の有効性が低下す
ることになります。

ソリューション：食品および食品製品の残留抗生物質検査に関して 

SCIEX が提供するソリューションなら、食品サンプル中のごく微量
の抗生物質を同定し、使用禁止の抗生物質の存在を特定し、また
その量を定量することができます。

搭載ソフトウエア

SCIEXは抗生物質、動物用医薬品の残留物に関する大規模な高分解
能ライブラリを作成しました。この詳細なデータベースは SCIEX OS 

に即座にインポートでき、高速な残留物スクリーニングとカスタム化
したターゲット分析が数秒で可能になります。LibraryView™ と 

MasterView™でも利用可能です。

メソッドフライヤー： 

食品中の抗生物質の分析:英語（Antibiotic analysis in food） 

＞　https://ter.li/3xc55k

ビデオ： 

SCIEX OSデータ解析－定量、ライブラリサーチ:英語（Data  

processing-Quant with Library Search）＞　https://ter.li/w7nn9r

ソフトウェア トライアル：抗生物質・動物用医薬ライブラリ、および  

XIC リストの無償版をダウンロードしてください。
＞　https://ter.li/n3ms29
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Antibiotic and 
veterinary drug 
residues

These days, it is quite common for antibiotics to be used in 

food animals as growth promoters and to prevent or treat 

infections. These antibiotics are often given to animals orally  

or through injection, and can potentially accumulate in the 

edible tissues or in other edible animal by-products (such 

as milk or eggs). Antibiotics are also sometimes used in the 

farming of seafood and in bee colonies, where antibiotics  

can accumulate in the honey.

Health risk: If you’ve heard of the term ‘super bugs’, then  

you are aware of the risks associated with overuse of  

antibiotic drugs. The propagation of use of these drug residues 

in our food supply increase the risk of bacteria developing 

resistance to these antibiotics, thus reducing their efficacy  

to cure infections.

Getting to a solution: SCIEX solutions for antibiotic drug 

residue testing in foods and food products enables food 

testing labs to identify very low levels of antibiotics in food 

samples, to identify both the presence of antibiotic drugs that 

are prohibited for use and to quantify how much is there.
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微量抗生物質の検出と定量に対応する
感度とスピード

QTRAP® 5500 システム

高い感度と迅速な MS/MS スキャニングにより、サンプル調
整を簡素化でき、また複数のスクリーニング解析を統合するこ
とにより、残留動物用抗生物質検査手法の生産性を向上させ
ることが可能です。

定量のためのMultiple Reaction Monitoring（MRM）と同定
確認のための高速 MS/MS の収集を同時に実施可能です。

•  1回の解析で、数百もの分析物の同定と定量

•  高感度のフルスキャン MS、MS/MS、MRM が可能

カタログ：5500 LC/MS/MS シリーズ 

＞　https://ter.li/1r9gkk
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Sensitivity and speed for low level 
antibiotic detection and quantitation
The QTRAP® 5500 System

With high performance sensitivity and MS/MS scanning speed, 

you can simplify sample prep and even combine screening 

assays to increase productivity for your antibiotic veterinary 

drug residue testing methods.

Perform multiple reaction monitoring (MRM) for quantitation 

and collect high speed MS/MS for ID confirmation

• Identify, and quantitate hundreds of analytes in a single run
• Enable high-sensitivity full-scan MS, MS/MS, and MRM

Brochure: QTRAP 5500 LC-MS/MS SYSTEM

Screen for 169 veterinary antibiotic drug residues in  
tissue, milk, or honey: An iMethod™ Application

Analysis of multi-class antibiotic residues and assorted 
insecticides in feed samples in a single injection

Accurate quantitation of 9 Coccidiostat antitibiotic  
residues in milk samples using 4000 QTRAP® system

Webinar: Enhanced sensitivity in residue testing with 
the QTRAP 6500 system – Analysis of residues in 
animal hair samples

Learn more!

www.sciex.jp

テクニカルノート：
トリアゾール誘導体代謝物のSCIEX SelexION® テクノロジーを用い
たLC-MS/MS 感度の向上＞　https://ter.li/53plqi

液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析を用いる家禽飼料中の抗
生物質および殺虫剤の定量＞　https://ter.li/z100uq

新しいSCIEX QTRAP® 4500 LC-MS/MSシステムを用いるオレンジ
果汁中のカルベンダジムの迅速定量・同定＞　https://ter.li/bu57mv

On-demand Webinar：
【Aisti science招待講演】STQ法のアレンジした個別法の迅速化　 

～グリホサートとテトラサイクリン系分析～
＞　https://ter.li/1dwjfv

Learn more!
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詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。
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食品の汚染は時に思いもよらないところで発生します。たとえば、
調理中や処理中に発生する化学反応が原因で有害な副生成物が発
生することがあり、これが人間の健康への安全性に懸念を生じるこ
とが考えられます。もしくは、有毒物質が意図的に食品に添加され
て消費者を欺くことも考えられます（メラミンなどの例を思い出し
てください）。

健康上のリスク：未知混入物質は、健康上の最大のリスクとなりえ
ます。メラミンのケースでは、動物や小児に危害が及ぶまで（死に
至ったケースもあります）、メラミンについてほとんど知られていま
せんでした。

このため、世界の食品安全性を確保するという点において非常に
重要なのは、サンプル中の未知または予期しない化合物をも調査
できる能力です。

ソリューション：未知の混入物質の調査に関して SCIEX が提供す
るソリューションなら、食品中の化合物について種類を問わず潜在
的リスクのあるものすべてをスクリーニングすることが可能です。
その上で、化合物を同定し、定量します。これが全て1回の解析で可
能です。どの化合物を探すのかも分からない状況がままあります
が、そんな時は当社のソリューションがサポートします。

搭載ソフトウエア

SCIEX OSとMasterView™ ソフトウエアでは、X-シリーズ 

QTOFと TripleTOF®システムを使って収集された、LC/MSおよび
MS/MSデータの定性レビューを行うことができます。このシステ
ムは、差分解析、ライブラリサーチ、構造推定といった質量スペク
トル データの探索および解析に用いられます。

ビデオ：MasterViewを使用したターゲットリストスクリーニング:

英語（Targeted list screening using MasterView Software） 

＞　https://ter.li/r816r3

ビデオ：SCIEX OSインターフェイスのご紹介：英語（SCIEX OS – 

Get to know the Interface）＞　https://ter.li/ucyxbk

テクニカルノート：X500R QTOF システムとSCIEX OS ソフト 

ウェアを使った食品中未知化合物の迅速同定  

＞　https://ter.li/xuq5ce

未知の混入物質の 
スクリーニング法

14
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未知の汚染物質スクリーニングの 
頼もしい味方

X500R QTOFシステム

シンプルで、バランスのとれたハードウェアデザインとSCIEX OSソフトウェア
ユーザーインターフェースとの組み合わせは技術の習得を容易にし、頑健な 

パフォーマンスは正しい結果を素早く確実に導き出し、また稼働時間を最大化
します。

•   シンプルなハード・ソフトウェア設計は技術者のレベルを問わない

•   マトリクスの強いサンプルもTurbo V™イオンソースで頑健に分析可能

•   高いレベルで主要な性能のバランスを取り、妥協のないパフォーマンスを提供

•   素早く効率的なメンテナンスにより、稼働時間を最大化

•   自動化されたキャリブレーション機能により、長時間の測定安定性を保持

•   モダンでコンパクトなデザインはラボのスペースを無駄遣いしない

カタログ：
X500R QTOF System カタログ part 1 (ハードウェア)＞　https://ter.li/hkvnf2

X500R QTOF System カタログ part 2 (ソフトウェア)＞　https://ter.li/pq1hk8

X500R QTOF System カタログ part 3 (アプリケーション)＞　https://ter.li/d5kz48

詳細はこちら＞　https://ter.li/hmudb8

テクニカルノート：
X500R QTOF システムとSCIEX OS ソフトウェアを使った食品中
未知化合物の迅速同定＞　https://ter.li/xuq5ce

ABSCIEX TripleTOF®システムによる食品中の混入物質のノンター
ゲットスクリーニング分析＞　https://ter.li/336jk7

On-demand Webinar：
The Best “食品分析”－定量分析から未知混入物の分析まで 

＞　https://ter.li/yadr3w

食の安全リスクに対するQTOFの活用 

＞　https://ter.li/catjt9

【招待講演】QTOFシステム X500Rを利用した分析　講師: 鳥取環境大学　山本 敦史 先生 

＞　https://ter.li/0u41xe

【招待講演】食の安全における高分解能質量分析装置の利用例　アサヒグループホールディングス株式会社　 

グループ食の安全研究所　探索技術開発部　宮本様 

＞　https://ter.li/u4w67d

Learn more!
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複数の混入物質の 
ターゲット分析

前項の「未知の混入物質」では、未知または予期しなかった混入物
質や、ノンターゲットの混入物質を探索する必要性についてご説明
しました。混入物質が存在する可能性が明らかになれば、食品の安
全と信頼を維持するため、当該の物質が食品に含まれていないか
常にモニタリングすることになります。そのような物質は、スパイス
の違法なまぜものとして知られるアゾ色素、食品（コーラ、醤油な
ど）の色を濃くするために使用されるカラメル色素の副生成物とし
て同定された4-メチルイミダゾール（4-MEI）など、多数確認されて
います。

健康上のリスク：混入物質は、化学的に合成された異物であること
も多く、ヒトの健康に対して大きなリスクとなり得ます。こういった
汚染物質を摂取した場合の副作用は未知の分野であるものの、な
かには人体器官に著しい毒性や中毒性をもたらす物質があること
が分かっています。

ソリューション：感度と精度が高く、扱いやすい SCIEX のソリュー
ションなら、食品サンプルを迅速に解析でき、様々な汚染物質や不
純物を発見し、定量できます。頑健で感度の高いSCIEXの装置に負
荷の高い解析をまかせ、検査ラボでは簡単なサンプル調整を行う
だけで十分な精度と回収率を実現します。

ご紹介するソフトウエア

MultiQuant™ ソフトウエア－パワフルで使いやすい定量ソフトウエアで
す。多くのサンプル中の多数の分析物に対してターゲットMRM データ処理
を同時に行い、ターゲット混入物質定量の生産性を高めます。

詳細はこちら＞　https://ter.li/ne7xhj
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頑健な不純物分析を、何時間も、何日も

QTRAP® 4500システム

食品および環境サンプル中の複数の混入物質に対する信頼性の
高いスクリーニングと定量を実現できる、高いパフォーマンスに
定評を得ています。

•   ルーチン分析におけるニーズを満たす感度、信頼性、頑健性

•   Multiple Reaction Monitoring（MRM）による定量と、ライブ
ラリ サーチによる同定確認のための高速フルスキャン MS/MS 

データの収集を同時に実施

•   データ解析をハイスループットで実現する高性能ソフトウエア

   ‐多数のサンプルをより短時間で解析

カタログ：4500 LC/MS/MS シリーズ＞　https://ter.li/o53mrs

テクニカルノート：
SCIEX QTRAP® 6500+LC-MSMSシステムを用いた牛乳中および
乳児用調製粉乳中の農薬1080の検出 

＞　https://ter.li/me4au2

飲料中の4-メチルイミダゾール（4-MEI）の定量と同定 

＞　https://ter.li/hdmzlw

デンプン量が豊富な食品中のアクリルアミドの定量と同定 

＞　https://ter.li/px7053

牛乳およびその他のタンパク質が豊富な食品中のジシアンジアミド
の定量と同定 

＞　https://ter.li/6ac1cs

Learn more!
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詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。



18 www.sciex.jp

カビ毒と自然毒

食品に含まれる毒素がすべて人間の手によって作りだされるわけ
ではありません。毒素の中には、カビ毒や海産物の毒(貝毒)などの
ように自然に発生するものもあります。カビ毒（食品や穀物に産生
したカビの二次代謝物）は、自然の環境条件によって産生されます
が、一方貝毒は、単に二枚貝のような海産物中の植物プランクトン
によって産生された自然毒です。このような毒素の量が人間へのリ
スク限界未満であることを確認するたった一つの方法はその存在
を調べることです。

 

健康上のリスク：カビ毒摂取によるカビ毒症は、急性（嘔吐）と慢
性（死亡）までさまざまな症状を引き起こします。同様に、貝毒症
は、軽度（胃腸の不調）から重度（呼吸麻痺や死亡）に至る広範な
症状を招きます。

ソリューション：自然毒検査に SCIEX ソリューションを用いれば、 

1回の解析でより多くの情報を得ることができるため、短時間の解
析で、幅広い毒素を同定し、定量できます。

自
然
毒
検
査

テクニカルノート：
LC/MS/MSによる穀粒の粗抽出液中の14種のマイコトキシンおよび
163種の農薬の同時分析 

＞　https://ter.li/j77zy8

フカヒレ中のアミン含有神経毒の化学標識を用いたLC-MS/MS分析 

＞　https://ter.li/8weu0k

簡便な試料抽出、LC-MS/MSによる迅速な極性切り替えと
Scheduled MRM™ アルゴリズムを用いた穀類中のマイコトキシン
（カビ毒）の定量 

＞　https://ter.li/2vrsf0

Learn more!
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For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

自然毒のスクリーニングと定量における、 
規制要件を満たす感度、信頼性、頑健性

QTRAP® 4500システム

食品および環境サンプル中の自然毒に対する信頼性の高いスク
リーニングと定量を実現できる、定評のあるパフォーマンスです。

•   Multiple Reaction Monitoring（MRM）による定量と、ライブ
ラリサーチによる同定確認のための高速フルスキャン MS/MS 

データの収集を同時に実施

•   高い精度で比較的大きな毒素を検出できる、最大 2000 m/z の
質量範囲

•   常に信頼できる結果を生み出す頑健性

カタログ： 

4500 LC/MS/MS シリーズ＞　https://ter.li/o53mrs
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当社は、LC/MS/MS に全精力を傾けています―今日も明日も、これからも

SCIEX 質量分析ソリューションは、認定を受けたエンジニア、技術スペシャリスト、専門トレーナー、アプリケーション サポート科学者、各
国のロジスティックセンターからなる、万全のグローバルサポートネットワークで支援します。すべては SCIEX システムを最大限にご活用
いただくためです。

サンプル前処理から質量分析の最適化まで、あらゆる問題をサポートいたします。今すぐサポートチームにご連絡ください。

詳細はこちら＞　http://ter.li/a6f4o0

アンドレにお任せください
アプリケーションについてご相談ください

LC/MS/MS アプリケーションに精通するアンドレ。彼は食品や環境検査のアプリケーションを長年にわ
たって開発してきました。ワークフローを簡素化し、手作業を減らし、効率と信頼が向上したデータの生
成をお手伝いいたします。アプリケーションソフトのパッケージについて、簡単なデモンストレーション
をご依頼いただければ、格段に生産性を向上する方法をご紹介します。

アプリケーション専門家以上の存在のアンドレは、SCIEX グローバルサポートネットワークの一員とし
て、お客様の成功を支えています。

―食品および環境アプリケーション担当 グローバル テクニカル マネージャー、アンドレ・ シュライバー
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グルテンとアレルゲン
のvMethodsでさらに
優れた結果を

10 ppmの低濃度から 500 ppmの高濃度に至るまで、異なる種類
のマトリクスに含まれる12の主要なアレルゲンを即座に高い信頼
性で精密に検出できるvMethod。SCIEXのスペシャリストが作り上
げた、アレルゲン分析専用の包括的ソリューションについて、詳し
い情報をご紹介します。

SCIEXの科学者はまた、小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦の4 つ 

の主要なグルテン種の定量とスクリーニングのために、高精度で信
頼性の高いvMethodを開発しました。焼製品と原材料中の小麦に
ついて5 ppmの定量限界が検証されており、偽陽性または偽陰性
の結果が報告されるリスクは、既存のテクノロジーを使用した場合
と比べて大幅に減少しています。
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vMethod カタログ： 

食物アレルゲン･スクリーニングのソリューション 

＞　https://ter.li/mp3ts7

vMethod カタログ： 

グルテン定量ソリューション 

＞　https://ter.li/155rbz

偽陰性を
減少させる

12種類の
食物アレルゲン
の一斉検出

高い精度と
選択性

食物アレルゲン・
スクリーニングの
ソリューション

AllergensSolutionsOverview_Final-J.indd   1 2016/06/22   11:00

  

 

 
高い選択性 
と再現性

4 種類の 
グルテンを  
1 度で分析

より信頼性の 
高い結果

グルテン定量

ソリューション 

Gluten Solution Overview Brochure-J-cs6.indd   1 17/03/07   11:04



微量の抗生物質の検出と定量のための 
感度、精度、再現性とスピード

QTRAP® 6500+ システム

QTRAP 6500+ LC-MS/MS 定量限界はかつてないほど広がりまし
た。このようなテクノロジーの強化により実現した、革新的感度、ス
ピード、高いパフォーマンスは、低分子化合物から高分子化合物ま
で、極性を問わず 1 回のインジェクションにより、高い感度と信頼
性で確実な分析が可能となるように設計されています。

定量のためのMultiple Reaction Monitoring（MRM）と同定確認
のための高速MS/MSの収集を同時に実施可能です。

•   1 回の解析で、数百もの分析対象物の同定と定量が可能

• 高感度のフルスキャン MS、MS/MS、MRMが可能

•  MRM3 ワークフローにより、複雑なマトリクス中で定量の 

選択性が向上

カタログ： 

QTRAP 6500+ LC-MS/MS システム 

＞　https://ter.li/emyvda

www.sciex.jp

テクニカルノート：
LC/MS/MSによるパンおよびパスタ中のアレルゲンの検出 

＞　https://ter.li/c5r20f

QTRAP® 4500 システムを用いたシングル インジェクション 

による 13 種の食物アレルゲンの LC-MS/MS 定性分析 

＞　https://ter.li/r5abpm

グルテンタンパク質を定量するための高選択度かつ高感度の 

LC-MS/MSメソッド 

＞　https://ter.li/cign7w

Learn more!
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詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。
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原料成分の 
プロファイリングと 
食品偽装検査

不正確な表示や、紛らわしい表示は、食品製造業界における共通
の問題です。時には、生産者がコスト削減や増産のために不正を行
うことさえあります。たとえば果汁です。高価な原材料（たとえば
アサイーやザクロの果汁）が、安い原材料（リンゴやブドウ果汁な
ど）に置き替えられている可能性があります。

消費者のベネフィット：消費者は、品質について自信を持ち、安
心できる食品を購入したいと考えています。「オーガニック」製品
や「自然食品」に大枚をはたいたり、特定の原材料（アサイーや 

ザクロなど）の健康効果を理由に製品を購入しているかもしれま
せん。

いずれの場合も、消費者は、その製品が正確に表示されていて、対
価に見合う品質の商品を得ていると考えているはずです。

ソリューション：SCIEX 食品検査ソリューションなら、食品検査を
行うにあたり、食品サンプルの中身を迅速に調査でき、複数の食品
サンプルの比較、食品の偽装検査、原料成分のプロファイリングが
可能です。これらの革新的な検査アプローチは、食品生産者がベス
トプラクティスを確実に実行するよう促すだけでなく、消費者が食
品を購入する際には当然無くてはならない安心感を提供します。

ご紹介するソフトウエア

MarkerView™ ソフトウエア－複数のサンプルから取得された
データ処理が可能。また、複数のサンプル間の共通点と差異の関係
性を明らかにする主成分分析（PCA）が実施でき、複数の食品製品
間のプロファイリングや比較を行います。

詳細はこちら＞　https://ter.li/g99l5s
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テクニカルノート：
LC/MS/MSと多変量解析ソフトウェアMarkerView™ソフトウェアを
用いた蒸留酒サンプルの原産地信憑性テスト 

＞　https://ter.li/0q61su

LC-MS/MSとメタボローム解析を用いた果実ジュースの真正性評価 

＞　https://ter.li/8m9xyg

Learn more!
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食品サンプルのプロファイリングで 
食品の偽装検査や原料成分を検査

X500R QTOF システム

シンプルで、バランスのとれたハードウェアデザインとSCIEX OSソフトウェア
ユーザーインターフェースとの組み合わせは技術の習得を容易にし、頑健なパ
フォーマンスは正しい結果を素早く確実に導き出し、また稼働時間を最大化し
ます。

•   シンプルなハード・ソフトウェア設計は技術者のレベルを問わない

•   マトリクスの強いサンプルもTurbo V™イオンソースで頑健に分析可能

•   高いレベルで主要な性能のバランスを取り、妥協のないパフォーマンスを提供

•   素早く効率的なメンテナンスにより、稼働時間を最大化

•   自動化されたキャリブレーション機能により、長時間の測定安定性を保持

•   モダンでコンパクトなデザインはラボのスペースを無駄遣いしない

カタログ：
X500R QTOF System カタログ part 1 (ハードウェア)＞　https://ter.li/hkvnf2

X500R QTOF System カタログ part 2 (ソフトウェア)＞　https://ter.li/pq1hk8

X500R QTOF System カタログ part 3 (アプリケーション)＞　https://ter.li/d5kz48

詳細はこちら＞　https://ter.li/hmudb8

テクニカルノート：
牛乳およびその他のタンパク質が豊富な食品中のジシアンジアミドの
定量と同定 

＞　https://ter.li/6ac1cs

On-demand Webinar:

食品分析の応用
＞　https://ter.li/8e6d2t

Learn more!

詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。
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食品や飲料中の 
栄養成分/機能性成分
の分析

現代の消費者にとって、栄養成分表示は大変重要です。栄養成分
含有量にもとづいて食品の購入を決定し、健康で豊かな生活を送
るのに適切な栄養成分を摂取するには、この情報が必要だと多く
の人が信じています。

消費者のベネフィット：食品中の栄養成分（ビタミンや機能性成
分）の知識があれば、消費者は、健康的な生活に必要で適切な食
品を摂取できます。

ソリューション：SCIEX の革新的な新しい手法なら、脂溶性ビタミ
ン（ビタミン A、D、E、K）および水溶性ビタミン（ビタミン B、C）、
様々な抗酸化物質や機能性成分など、食品製品中の複数の栄養成
分を分析でき、極めて高い感度、選択性、信頼性をもって食品の栄
養成分を調べることができます。
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テクニカルノート：
LC/MS/MSを用いた肉エキス中のコラーゲンの定量分析 

＞　https://ter.li/468jvo

LC-HR-MS（高分解能型LCMS）を使用したブルーベリー類 

のポリフェノールの差異分析 

＞　https://ter.li/y9j58x

Learn more!



限られた予算で高い生産性と成果を

Triple Quad 3500 システム

本システムは、食品中の栄養成分/機能性成分の分析において優れ
た性能を発揮します。

•   食品中の栄養成分/機能性成分の分析についてニーズを満たす
感度、信頼性、頑健性

•  容易に交換可能なイオン源によって、栄養成分/機能性成分の分
析に対応する上で必要な幅広いイオン化をカバーします

•  ハイブリッドトリプル四重極およびリニアイオン トラップ テクノ
ロジーにより、複雑な食品サンプル中でも、栄養成分/機能性成
分の同時定量と同定が可能です。

カタログ： 

Triple Quad 3500 LC-MS/MS システム 

＞　https://ter.li/rydeio

sciex.com 25
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定評ある高出力、 
最新の精度
SCIEX TRIPLE QUAD™ 3500 質量分析システム

高い目標を達成し、お客様のラボに成功をもたらす

現代の分析ラボのためにデザインされた、最新のエン
トリーレベルの質量分析システムにより、日々の質量
分析で優れた生産性、信頼性、頑健性を達成します。

新しいSCIEX Triple Quad™ 3500 LC/MS/MS シス
テムによって、稼働時間が長くなってより多くの化合
物を検出し、さらに信頼できる結果を出すことができ
ます。

定評あるパワー、スピード、精度が、より入手しやすく
なりました。

詳細はsciex.com/3500QQQをご覧ください

研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。
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卓越した
ワークフローを実現
QTRAP® テクノロジーで食品検査を改善

ほとんどの食品検査室は、トリプル四重極質量分析装置のMRM定
量を用いて食品やその他のサンプル中の残留化学物質（農薬、抗
生物質、カビ毒、本書に前述の様々なアプリケーションなど）を同
定し、定量することに注力しています。

ところが、QTRAP® MS/MS システムは、このような MRM 定量だ
けでなく他にも多くの事ができることをご存じでしょうか？

QTRAP は一般的なトリプル四重極ではありません。

QTRAPなら、ずば抜けて新しく心躍るワークフローをもたらしま
す。基礎的な MRM検出のその先へ進み、日々の検査にありがちな
課題を克服しましょう：

•   規制要件を満たす適切な感度を確実に得ることに成功

•   データのあいまいさの原因となるマトリクス干渉を減少

•   陽性結果の信頼性を高める

SCIEX Triple Quad™ MS システムと QTRAP MS システムの根本
的な違いは、 リニアイオントラップ（LIT）にあります。QTRAP シス
テムは、Q3 が通常のトリプル四重極 MSの機能とともに、追加機
能も備えています。

このシステムは MRM だけでなく、フラグメントのトラップ、解離、
蓄積が可能で、これまでにないパワーで収集を行います：

•   高感度のプロダクトイオンスキャン（EPI scanning）など、高速、
高感度のフルスキャン装置

•   第二世代 MRM―フラグメントのフラグメントまで検出できる能
力、MRM3

•   上記以外の機能も多数装備

Q
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www.sciex.jp
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食品安全性検査における最高機器： 
検査の成功と最適な答えを約束します
SCIEX がご提案する画期的なテクノロジーとソフトウエア

製品名 食品検査上のメリット 詳細説明

6500+ シリーズ 高感度の 6500+ シリーズなら、これまでは不可能であった微量
の食品中汚染物質も検出可能です。この感度なら、不検出基準
または禁止物質の残留スクリーニングにも優れ、サンプルを希釈
し、結果を複雑にする可能性のあるマトリックスの干渉を排除す
ることが可能になります。

カタログ： 
QTRAP 6500+ LC-MS/MS SYSTEM 
＞　https://ter.li/emyvda

4500 シリーズ 質量分析機器の頼もしい味方として知られる 4500 システムな
ら、繰り返し注入される複雑なサンプルに耐え、最小限の保守点
検だけで済みます。しかも素晴らしい感度、真度、選択性を持っ
たパフォーマンスで、食品中の汚染物質を確実に定量します。
4500 シリーズは、スループットが高い食品検査室が頼れる頑健
性と信頼性のあるパフォーマンスをもたらします。

カタログ： 
4500 LC/MS/MS シリーズ：LC/MS/MS の新
しく心強い味方＞　https://ter.li/o53mrs

テクニカルノート： 
QTRAP® 4500システムを用いたLC/MSによる
農薬等の一斉試験法（畜水産物）の測定例 
＞　https://ter.li/7oa5va

QTOF X500R 既知の化合物（ターゲット化合物リスト）でも、未知の化合物（ノ
ンターゲットまたは予期しない化合物）でも、どちらの食品サンプ
ルも分析できます。1 回のインジェクションで、高分解能の MS お
よび MS/MS を得られれば、包括的なサンプル分析を必要とする
食品検査ワークフローをターゲット、ノンターゲットのいずれにお
いても実現できます。

カタログ： 
X500R QTOF System part 1 (ハードウェア) 
＞　https://ter.li/hkvnf2

X500R QTOF System part 2 (ソフトウェア) 
＞　https://ter.li/pq1hk8

X500R QTOF System part 3 (アプリケーショ
ン)＞　https://ter.li/d5kz48

SCIEX OS SCIEX OS は、ターゲットリストによる分析でも、未知のスクリーニ
ング分析でも、データ解析可能です。SCIEX OS インターフェイスは、
データ セットに対して信頼性のある完全なデータ調査のためのシ
ンプルかつ包括的なビューを提供します。左側のパネルでは、サンプ
ル ID、または成分名ごとにデータをソートできます。また、メイン パ
ネルでは結果テーブル、MRM ピークの統合、MS 並びに MS/MS取
得スペクトル、ライブラリデータベースとの比較方法、検量線の表示
などが行えます。

カタログ： 
Webpage＞　https://ter.li/2un7o2

LibraryView™  
ソフトウェア

あなたのラボではどれぐらいの数の化合物についてスクリーニン
グを行っていますか？数百のサンプルの数百の化合物についてク
ロマトグラムをスクリーニングするには、コンピュータでも途方も
ない時間がかかります。LibraryViewソフトウェアなら、広範な化
合物ライブラリデータベースに照らしてデータを分析できるため、
複数の汚染物質について複数のサンプルを分単位でスクリーニン
グすることができます。

カタログ： 
Webpage＞　https://ter.li/qyo1o2
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ト カスタマーサポート: 確かな成功をお約束する

業界最高峰のサポート

研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。

お客様の成功は私どもの成功、これは我々の心からの願いです。
SCIEX 質量分析ソリューションは、認定を受けたエンジニア、技術
スペシャリスト、専門トレーナー、アプリケーション サポート科学
者、地域のロジスティックセンターからなるカスタマーサポートを、
万全のグローバル ネットワークで支援します。すべては SCIEX シ
ステムを最大限にご活用いただくためです。

SCIEX グローバルサービスは、地域に根ざした最高のサービスを
お届けするための組織です。認定を受けた LC/MS エンジニアは、
顧客満足度第一位を誇り*、97％のシステム稼働時間で生産性を
最大化します。しかし、真のサポートは、地域のエンジニアだけに
留まりません。グローバルに広がるサービスおよびサポート ネット
ワークは、すなわち当社が世界中の幾千もの検査室から信頼を勝
ち得たパートナーであることを意味しています。質量分析だけにと
どまらない専門的なサービスを提供いたします。

* Ohriner Consulting 調べ（2011年1月実施の調査）



www.sciex.jp 29

詳細はこちら＞　https://ter.li/c0nabf  
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質量分析について深く学びたい、知識に磨きをかけたいとお考えですか？
 

SCIEX の質量分析トレーニングは様々なコースをご用意しております。

デスクにいながら質量分析トレーニング

•   初級定量トレーニングコース

•   中級定量トレーニングコース

•   その他ご希望に合わせてカスタマイズが可能です。
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Made just for you, the X500R QTOF system is the first robust, 
high performance high resolution MS system designed for  
routine use.  

Simple workflows that deliver reliable results, it’s the solution  
that’s ready to meet your challenges today and for the future, 
from the trusted LC-MS/MS industry leader.  

Designed exclusively from user input with the perfect balance so 
it’s easy to operate, easy to maintain, and easy to grow.  

The X500R QTOF from SCIEX. 

You designed it, we engineered it. In perfect balance to elevate 
your lab’s performance.

https://ter.li/hmudb8

詳しくは https://ter.li/7rvopw までお問い合わせください。


