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GCXGC-TOFMSを用いた香気成分分析における検体間の比較分析法

はじめに

香気性揮発物質の研究は食品のみならず、環境
分野、臨床医学など様々な分野で注目されていま
す。また、”匂い”は非常に多種多様の香気性揮発

物質で構成されるため、匂いの特徴付けを行うため
には難易度の高い分析技術が必要とされてきまし
た。このため、近年では、分離技術と“匂いかぎ”を
組み合わせたスニッフィング法も盛んに行われるよ
うになりましたが、一方で一般の官能評価との比較
を行う必要性から、分離せず香りの集合体としての
評価を求めるニーズは近年非常に高まってきました。

複雑な香気成分を全体的に理解するために、高
度な分離分析技術は必要不可欠です。またその
データを効率よく処理し、検体間の比較および特徴
付けを行っていくためのワークフローは、これからの
香気成分分析に求められる重要なテーマです。
LECOのPegasus4D® GCxGC-TOFMS(飛行時
間型質量分析装置)は、最大で毎秒500スペクトル
という最高レベルのデータ取得速度に加え、TSD

(True Signal Deconvolution)というLECO独自の

ピーク分離アルゴリズムを有する特徴から、複雑な
サンプル分析を行うための最高峰の装置と位置付
けられています。

本アプリケーションノートでは、このPegasus® 4Dシ

ステムを用いた、泡盛の貯蔵法の違いによる検体
間比較を行った分析結果を通じて、香気分析への
ワークフローを紹介します。

分析

サンプルは同じ銘柄の泡盛についてそれぞれガラ
ス容器、ステンレス容器、瓶に20年貯蔵したサンプ
ルを用いました。泡盛サンプルをそれぞれ10 mL容
器に1 mL分注し、蒸留水で二倍に希釈を行いアル

コール濃度を調整しました。このサンプルを用いて
揮発成分をSPME(DVB/CAR/PDMS：2 cm)に
60 ℃ -10分間捕集し、スプリットレス注入にて
GCxGC-TOFMS測定(繰り返し4回)を行いました。
解析はWILEYライブラ リーに対し 、 similarity

750(一致率75%)以上について解析を行った後、
ChromaTOFソフトウェアによりピークアライメントを行

い、スプレッドシートを作成し、多変量解析ソフトウェ
ア(JMP08)で解析しました(図1)。
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図1 香気分析ワークフロー

GCxGC-TOFMS conditions for the sample analysis

Detector LECO Pegasus 4D

Acquisition Rate 200 spectra/s

Acquisition Delay 200 minutes

Stored Mass Range 35 to 400 u

Transfer Line Temp. 250ºC

Source Temperature 250ºC

Detector Voltage -1700 Volts

Column 1 DB-5MS, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm

Column 2 InartCAP-17, 1.6 m x 0.100 mm , 0.1 μm

Column 1 Oven 40℃(2min) → 5℃/min → 300℃(2min)

Column 2 Oven 55℃(2min) → 5℃/min → 315℃(2min)

Modulation Period 5 s

Modulator offset 15ºC

Inlet splitless

Injection SPME

Carrier Gas He, 1.5 mL/min (constant flow)

分析条件

各分析では、一次カラムとして微極性カラムを、二
次カラムとして中極性カラムを用いて2次元分離
(GCxGC)を行いました。得られたピーク幅が0.1 秒
ときわめてシャープな形状のため、毎秒200 スペクト
ルを取得し、1 ピークあたり20 データポイントを確保
しました。なお、スペクトルの取得レンジはm/z 35-

400 uで行いました。

表1 分析条件
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GCxGC分離の原理
LECO社のGCXGCシステムは、独立した一次カラ

ムオーブンおよび二次カラムオーブンを個々に温度
制御し、昇温分析を行うシステムです(図2)。

このシステムで二次元分離を行うためにはモジュ
レーターが欠かせません。LECOはクアトロジェットモ

ジュレーターを独自開発し、これにより優れたピーク
分離の再現性が得られます。モジュレーターの役割
は、直結された一次及び二次カラムの接合付近に
配置することにより、一次カラムで分離されてきた揮
発成分を、液体窒素で冷却したコールドガスを用い
てカラム内にクライオトラップし、一定時間(5-10秒程
度)ピークバンドを濃縮したのち、二次カラムへ送り込

むことです。このトラップ＆リリースを繰り返す（モジュ
レーション）ことによりGCxGCの二次元側の分離成
分が形成されます(図3)。

実験結果

本試験において、各泡盛サンプルから非常に多数
のピークが検出され(図4)ました。これらのピークは
ピークアライメントの後、分散分析の一種Fisher

Ratio値による有意差の判別が行われました。
Fisher Ratio値はクラス間の分散をクラス内の分散

で割った分散比であり、値が高いほど、再現性が高
く有意差が大きい化合物であることを意味します。
今回は、得られたデータのうちFisher Ratio値の高
い化合物20種について相対存在比の確認を、また
上位150成分を用いてスプレッドシートを作成し、多
変量解析を行いサンプルの差異を検討しました。

一次カラム二次カラム

モジュレーター

図2 GCxGCオーブンの仕組み

二次カラムオーブンは断熱材に覆われ、独立
した昇温プログラムが適用されます。カラムはモ
ジュレータの手前でプレスタイトコネクターで二次
カラムと連結され、モジュレータを介して二次カラ
ムオーブンに設置されます。

図3 モジュレーションシステム

左から時系列にモジュレーションの機構を表してい
ます。一次カラムで分離された化合物は、二度にわ
たるクライオフォーカッシングによりピーク幅0.1秒の

シャープなバンドとして二次カラムに送られます。二
次カラムは膜厚0.1 um、1.5 m程度の細いカラムを
使用するため、10秒以内のFast GCが行われます。
この二次カラムでの分離時間がGCxGCクロマトグラ
ムの縦軸となります。

図4 泡盛のGCxGC TOFMSデータ
上から順に、瓶、ガラス、ステンレ貯蔵のGCxGC

TOFMSクロマトグラムを示します。黒い点はピークの
位置を表します。
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GCxGC TOFMSデータの定量的評価
ピーク同定された化合物のうち、Fisher Ratio値の

高いデータはピークの再現性が高いため、相対定量
評価が可能です。図5はFisher Ratio値上位20化

合物についての各化合物の存在比を表しました。こ
れら化合物には特徴的な香気成分が多数含まれ
ており、それぞれのサンプルでの存在比が異なるこ
とが確認されました。また、20位以下でも多数の香

気性化合物が検出されており、このような存在比の
情報と同定結果が同時に得られる事は食品の風味
の違いをより正確に理解し、その中から特徴にキー
となる化合物を探索する事に非常に有効であると考
えられます。

図5 Fisher Ratio上位20化合物の検体間比率

GCxGC TOFMSデータの多変量解析
Fisher Ratio値上位150成分について、主成分分
析を行いました(図6)。 各サンプルの繰り返し分析の
再現性は良好で、第二主成分までで94%が説明可

能であることがわかりました。この結果は、今回の香
気分析において、Fisher Ratio値による優先順位付
けで選出した150成分が香りの特徴を反映する事、

また、サンプルの差異を表現する際、特徴を不明瞭
にするノイズピークを除く事ができた事を示唆すると
考えられました。

図7はクラスター解析の結果を示します。解析の

結果、ガラス貯蔵と、ステンレス貯蔵は、比較的類
似性が高い事が示されました。実験当初、貯蔵条
件として、機密性の高い容器が関連性が高いことが
予想されたため、この結果はその予想を裏付けるも
のとなりました。
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図7 クラスター解析結果
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図6 Fisher Ratio値上位150化合物の主成分分析(PCA)結果
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まとめ
本試験では、GCxGC-TOFMSを用いた食品の香

気成分分析ワークフローによってサンプルの特徴付
けに重要な化合物が多数検出されました。また、繰
り返し測定を行うことで、ピークのアライメント後に分
散分析(Fisher Ratio値の算出)が可能となりました。

このため、サンプル間での有意差が高い特徴的な
化合物を効率良く、原データから抽出し、リスト化す
ることができました。それによって得られたスプレッド
シートは多変量解析ソフトウェアに直接使用する事
が可能であり、サンプル間の差異を明確に表現する
事が可能となりました。

本ワークフローは、さらに官能試験結果と組み合
わせ、PLS解析などの回帰分析でサンプルの特徴

に寄与する化合物を探索するなど、その応用性にも
期待がかけられています。

最後に、このワークフローは酒類以外にも応用が
可能で、今後、食品に限らず、疾患と呼気の関係な
ど、バイオマーカー探索などにも使用され、香気性
揮発化合物の研究のスタンダードとなることが期待
されます。
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