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Agilent MassHunter／MPPソフトウェアに対応

オフフレーバー分析

従来のAgilent ChemStationソフトウェア版の機能に加えて、MassHunterソフトウェアにも対応可能となりました。
MassHunterのUnknows Analysisにより、
デコンボリューションとMSライブラリー検索を行ったバッチデータに対して、
アロマ
サーチを実行しRIとMSのクロス検索を行います。次にその結果をAgilent Mass Proﬁler Professional(MPP)で読み込み
可能なExcelファイルとして出力し、多変量解析を行います。

MassHunter Unknows Analysis / MPPに対応したワークフロー
Ver. 7

検索結果の転送
Unknowns
Analysis （スクリプトの実行）

Aroma
Search

検索結果の転送
（MPPエクスポート）

食品の分析においては、その食品を特徴付けている香気成分の分析だけではなく、
劣化臭や異臭（オフフレーバー）の分析も重要となります。
AromaOﬃce2Dでは、Agilent Technologies社が開発した異臭分析用データー
ベースの情報を収録しておりますので、
オフフレーバー分析に威力を発揮します。

New

Mass Proﬁler
Professional

Aroma Oﬃce 2D

MassHunter

試料
前処理
データ
試料導入
解析 ゲステルの

7.0

におい分析

- 香気成分データベース -

Agilent異臭分析用データベース

・500成分以上の化合物を登録
・WAX系と5系のカラムの2種類のカラムに対応

検出

分離

2次元 GC-MSにおける香気分析ソリューション

・RI情報、化合物名、CAS No.、
におい特性を収録

- ＭＳスペクトル＋1次元2次元 RIによる定性確度の向上 世界トップクラスの情報を収録した香気成分データベース
（116,119件、2019年7月1日現在）
です。
2種類のカラムを用いて分析した結果から保持指標（RI）検索を行うことで、対象成分の絞り込みが可能です。

多変量解析
New

Agilent MassHunterソフトウェアに対応
従来のChemstationソフトウェア版の機能に加えて、MassHunterソフトウェアにも
対応が可能となりました。

Unknows Analysisのアロマサーチ

MassHunterのデコンボリューションソフトウェアUnknows Analysisの解析結果に対しても、
アロマサーチ(RI検索)が可能です。

多変量解析ソフトウェアMPPとの連携
アロマサーチの結果を多変量解析ソフトウェアAgilent MPP(Mass Proﬁler Professional)で
読み込み可能なExcel形式のファイルで出力が可能です。

デコンボリューション
MSライブラリー検索

RIの算出
Aroma Searchの実行
（RI/MS クロス検索）

化合物検索

主成分分析（PCA）

Agilent社製 異臭分析用
データベース に収録された
データ
（RI、化合物名、CAS
No.、
におい特性）
を収録。

DHS Largeによる食品サンプルの分析例
ベーコンをDHS Largeにより加熱し分析した例です。この分析例
では、ODP3によるにおい嗅ぎ分析により36.79min（RI 2380)
に消毒臭を検出しました。
MSライブラリー検索では、2,4-Dibromophenol、及び2,6Dibromophenolが一致度80以上でヒットしましたが、更に
AromaOﬃce2DによるRI検索を行たところ、Agilent異臭データ
ベースの2,4-Dibromophenolがヒットしました。

D-1

異臭分析用
データベース

RI検索

多彩な検索機能
化合物名、RI、分子式、文献
タイトル中のキーワード等
から文 献 情 報 の 検 索 が 可
能です。

Ver. 7.0 の主なアップデート

M-1

・化合物収録数の追加
・Agilent Technologies 社 異臭分析データベース収録数の追加

クロスサーチ

・Agilent Technologies 社 MassHunter ソフトウェアへの対応

M-2

2次元GC、又は2台のGC
を用いて得られた2種類の
異なるカラムのRI値より、
クロスサーチが可能です。

・多変量解析ソフトウェア Agilent Technologies 社 Mass Proﬁler Professional で
D-2

M-2

B国のMix、M2,D2は南米C国)を分類することができました。

国 内 外 の 著 名 な 雑 誌に登
録 さ れ た 文 献 から 、の べ
1 1 6 , 1 1 9 件 の 化 合 物を
収録しました。

Title: Agilent 異臭データベース

D-2

カカオ産地、
ミルク含有率の異なるチョコレート香気成分の分析
SA-SBSEによりカカオ産地、
ミルク含有率の異なる4種類のチョコレート
中の香気成分を抽出し、GC-MS分析を行いました。SA-SBSEにより極性
成分を含む香気成分を網羅的に分析することができています。
この結果を上記ワークフローに従い、①Mass HunterによるUnknowns
Analysis ⇒ ②AaromaOﬃce2Dによるアロマサーチの実行 ⇒ ③Agilent
MPPによる主成分分析を行いました。
その結果、第1主成分でミルクチョコレート(M1,M2)とダークチョコレート
(D1,D2)、第2主成分でカカオ豆の産地（M1,D1は南米 A国、
カリブ海

豊富な情報

読み込み可能な Excel 形式での出力機能
・リバースアロマサーチ機能

キャラクター検索

・自動デコンボリューション機能

アロマサーチ

（MSスペクトル ＋ RI)

D-1
Printed in JAPAN. 2019.8
M-1
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MSスペクトルのライブラ
リーサーチ結果 ＋ RI 検索で
定性確度が向上します。

キャラクター検索
化合物名などのキーワード
からOdor Character(香気
特性)を検索したり、逆に香
気特性から化合物を検索す
ることが可能です。

豊富なデータベースと多彩な検索機能
香気成分データベース

クロスサーチによる定性確度の向上

従来の収録雑誌に加え、Agilent Technologies社製 異臭分析用データベース に収録されたデータ
（RI、化合物名、
CAS No.、
におい特性）
を登録しました。

1次元目カラムに加え、2次元目カラムのRI情報を利用することで、
候補物質の絞り込みが可能となり、検索精度が格段に向上します。

香気成分は、極微量存在するだけで全体に大きく寄与する場合があります。
香気の強度とGCクロマトグラムの強度には相関がありません。
「匂いはするがピークが無い」、或いは「夾雑成分に埋もれてしまいMSスペクトルが得られない」等のケースが多々あります。
AromaOﬃce2Dでは、
このように隠れた香気成分を見つけ出す便利な機能が有ります。

〈収録雑誌類〉
Journal of Agricultural and Food Chemistry

European Food Research and Technology

Analytical Chemistry

Journal of the American Oil Chemists Society

LWT - Food Science and Technology

Chromatographia

Journal of Chromatography A

Flavor and Fragrance Journal

Food Chemistry

Journal of the Science of Food and Agriculture

Nippon Nogeikagaku Kaishi

Journal of High Resolution Chromatography

Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forsch A

Journal of Separation Science

New

データ解析拡張機能
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アロマサーチ
MSのライブラリーサーチの結果に加え、RI情報を加える事で定性確度を向上することができます。

Agilent社 異臭分析用データベース

〈収録情報〉
Compound Name
（化合物名） Oven
（オーブン昇温条件） RI
（Retention Index：保持指標） Auther
（著者名）

CAS No.
（CAS 番号）

Reference
（雑誌名）

Formula
（分子式）

Vol
（号数）

Structural Formula（構造式）

Title
（文献タイトル）

MW
（分子量）

Page
（ページ）

Column
（カラム）

Year
（発行年度）

Odor Character(におい特性）

〈収録化合物〉
ピラジン類：2,377 ピリジン類：521 フラノン類：612 ピロール類：686 スルフィド類：1,215 アミン類：112 チアゾール、チアゾリン、チアゾリジン類：771
フェノール類：1,141 その他の主な硫黄化合物類（thiophens、thiols、dithian、dithiadines、その他thio化合物）
：22,918

その他：アルコール類、
エステル類、
アルデヒド類、
エーテル類、
カルボン酸類、硫黄／窒素化合物類、脂肪族炭化水素類、芳香族炭化水素類、
テルペン類、
テルペノイド類、
セスキテルペン類、セスキテルペノイド類

化合物検索

化合物名、保持指標(RI)、分子式、文献タイトル中のキーワード等から文献情報を検索することが可能です。

① 1次元目GC-O/MS分析
この例では、FEDHSを用いてウイスキーの香気成分の
分析を行いました。DB-Waxカラムによる1次元目の
GC-O/MS分析において18.4分付近(RI=1852)に甘
い蜂蜜様の香りを感じましたが、主成分のPhenethly
acetateしかMSスペクトルを得る事ができませんでし
た。そこで、
「におい嗅ぎ／分取切替システム」を用いて、
この部分を分取しました。

香気分析の文献由来のデータベースより88成分を検出
FEDHSによるウイスキー香気成分の分析例
アロマサーチによる自動検索（MSのライブラリーサーチ ＋ RI検索）
を試みました。ピーク検出
された約150成分の内、88成分の香気寄与の可能性のある成分が検出されました。
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検索条件

検索結果
（詳細）
検索結果の候補リストより、選択した
化合物の詳細情報が示されます。
この例では2-Furfuryl methyl sulphide
を選択し、その構造式や文献情報等
が得られました。

各種検索条件の入力画面です。この
例では、文献タイトル中に Coﬀee
を含み、且つFormulaに S を入力し
硫黄化合物を含むという条件で検索
しました。
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デコンボリューション
指定したRTに溶出する複数成分のうち、
ピークトップの
一致しているMSスペクトルのみを抽出し、EIC*表示を
行います。これにより、夾雑成分の影響を抑えたライブ
ラリーサーチを行うことが可能です。

同一製品について異臭品と正常品の差や、経時変化に
よる劣化の差を調べる際に差分クロマトグラムを表示す
る事で、夾雑物等に埋もれたピークやMSスペクトルを
抽出することができます。

TIC

② 2次元目GC-O/MS分析

異臭品

分取した成分をGERSTEL TDUにて加熱脱着し、DB-5
カラムで分析しました。
10成分以上が分離され、
16.9分付近(RI=1398)に目的
の甘い蜂蜜様の香りを検出しました。

検索結果
（リスト）

正常品
デコンボリューション（EIC/MSスペクトル）

上記検索条件を満たした候補物質
の一覧がリストアップされます。

キャラクター検索

異臭品ー正常品

Odor Character（香気特性）
に関する検索機能です。化合物名、CAS No.等から香気特性を検索したり、
GC-O分析などの官能評価で得られた香気特性から、候補化合物を検索することが可能です。

* Extracted Ion Chromatogram

検索条件

検索結果
上記検索条件に合致した結果がリス
ト アッ プ さ れ ま す 。こ の 例 で は
Smoke を展開し候補物質のリス
トが得られました。
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化合物名、CAS No.、分子式、香気
特性に加えFree Wordからの検索、
And/Or検索が可能です。
この例では、
W h i s k y ＋ S m o k e でウイス
キー中のスモーキーフレーバーを
検索しています。

自動デコンボリューション

検索結果で得られた候補物質を選択
すると、その化合物に対して報告の
ある香気特性がリストアップされま
す。この例では、vinylguaiacolを
選択した結果がリストアップされて
います。

New
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リバースアロマサーチ

TICの全領域、
或いは選択した範囲に対して自動的にデコ
ンボリューションとライブラリーサーチを行います。さら
に、
その結果に対してアロマサーチを行うことが可能です。

1次元目（DB-WaxカラムでRI=1852)と、2次元目
( D B - 5 カ ラ ム で R I = 1 3 9 8 ) の 結 果 から b e t a damascenoneと、furfuryl hexanoateの2つの候補
物質に絞り込むことができました。

検索条件
(香気特性など)

香気成分の候補リスト
及び 検索結果

マスクロマトグラム
(候補成分)

④ キャラクター検索
beta-damascenoneのキャラクター検索を行ったと
ころ、honey 、honey-like など過去に報告の有った
香気特性がリストアップされました。

選択した範囲を自動的にデコンボリューション

New

香気特性や化合物名などのキーワードを有する候補物質
をリストアップし、その候補物質が分析結果（TIC）中に
存在しているか逆引き検索を行うことが可能です。

TIC

③ クロスサーチ
絞込み検索

ピークファインダー

MSスペクトル
(MSライブラリ)

MSスペクトル
(候補成分)

RI 1800〜2200(DB-WAXカラム)に溶出し、Caramel 様香気特性を有する香気成分をスクリーニング

