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フードメタボロミクス
トリプル四重極質量分析計LCMS™-8060NXを
用いたワインの分析（その 2）

メタボロミクスとは、細胞の活動によって生じるアミノ酸
や有機酸などの低分子の代謝物を網羅的に解析し複数の試
料群における差異を明らかにする学術分野です。食品分野で
もその技術を応用し、食品の品質や栄養的価値を探る手法
（フードメタボロミクス）として利用されています。
近年、ビールを中心にノンアルコール飲料に注目が集まっ
ています。より本物に近い味・風味を持たせるために、製法
の改良とともに、香気性成分や呈味成分等の成分分析の重要
性が増しています。ワイン業界でも本物に近いノンアルコー
ルワインへの関心が高まる一方で、偽造ワインも問題視され
ています。偽造ワインとは、高級ワインに安価なワインを混
ぜたり、ラベルだけを貼変えて販売されているワインを言い
ます。
アプリケーションニュース No. C226 では、産地やブドウ
品種が異なるワインをフードメタボロミクスにより分析し、
ワインの発酵プロセスや味との関係性の評価に応用できる
ことを紹介しました。本報告では、ノンアルコールワインと
ワインの違い、クオリティー（格付け）ワインとテーブル（デ
イリー）ワインの違いを明らかにするための高速液体クロマ
トグラフ質量分析計（LC/MS/MS）によるフードメタボロミ
クスの事例を紹介いたします。

表1

分析条件

[HPLC conditions] (Nexera™ X3)
Column
: Reversed-phase column
Mobile phases
: A) 0.1 % Formic acid in water
B) 0.1 % Formic acid in acetonitrile
Mode
: Gradient elution
Flow rate
: 0.25 mL/min
: 3 µL
Injection volume
[MS conditions] (LCMS-8060NX)
Ionization
: ESI (Positive and negative mode)
Probe position
: +3 mm
Mode
: MRM
: ±2 kV
IonFocus voltage
Nebulizing gas flow : 3.0 L/min
: 10.0 L/min
Drying gas flow
: 10.0 L/min
Heating gas flow
DL temp.
: 250 ℃
Block heater temp.
: 400 ℃
Interface temp.
: 300 ℃

T. Hattori, Y. Yamada

 サンプル・前処理
ノンアルコールワイン、クオリティーワイン、テーブルワ
イン、クオリティーワインとテーブルワインを 50：50 の割
合で混ぜたワインをサンプルとしました。
前処理は、ワインをメンブレンフィルターでろ過後、超純
水で 100 倍希釈しました。希釈の際、内部標準物質として
1 µmol/L になるよう 2-Morpholinoethanesulfonic acid を添
加しました。

 分析条件
LC/MS/MS メソッドパッケージ一次代謝物 ver. 2 に含まれ
るイオンペアフリーLC/MS/MS 法を用いました。本分析法で
は、アミノ酸、有機酸、ヌクレオシド、ヌクレオチド等の親
水性代謝物 97 成分の一斉分析が可能です。表 1 に HPLC お
よび MS の分析条件を示しました。質量分析計は LCMS8060NX を使用しました。LCMS-8060NX の IonFocus™ユニ
ット（図 1）は、イオン輸送用のフォーカス電極によりイオ
ンのみを効率的に質量分析計に取り込み、不要な中性粒子を
除去します。そのため、生体由来や食品のようなマトリック
スが多いサンプルでも、高感度分析と高い装置頑健性を両立
できます。詳細はアプリケーションニュース No. C226、C233
をご参照ください。

図1

LCMS-8060NX および IonFocus ユニットのコンセプト
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 メタボローム解析
LC/MS/MS 分析の結果、アミノ酸、有機酸、核酸系代謝物
を中心に 67 成分が検出されました。内部標準物質に対する
各成分のピーク面積比を用いて、主成分分析を Traverse MS ™
ソフトウェアによって行いました。図 2 にスコアープロット
およびローディングプロットを示します。第 1 主成分軸で、
ノンアルコールワインとワインを区別できました。ノンアル
コールワインには、アルギニンやプロリン、4-ヒドロキシプ
ロリン等のアミノ酸やクエン酸が多く含まれていました。ワ
イン中のプロリンは、苦味や甘味を呈すると言われています。
ワインには、乳酸やコハク酸が多く含まれていました。第 2
主成分軸で、クオリティーワインとテーブルワインの違いを
区別できました。クオリティーワインとテーブルワインを混
ぜたサンプルは、両ワインのプロットの中間に位置しました。

図 3 に、各ワインにおける乳酸とリンゴ酸のピーク面積比
を示します。通常、ワインの発酵工程では、アルコール発酵
後にマロラクティック発酵が起こり、乳酸菌によって果汁や
ワインの中に含まれるリンゴ酸が乳酸と二酸化炭素に分解
されます。マロラクティック発酵によって、ワインの酸味が
まろやかになると言われています。クオリティーワインはリ
ンゴ酸よりも乳酸の割合が大きく、マロラクティック発酵が
進んでいることが示唆されました。一方、ノンアルコールワ
インやテーブルワインは、リンゴ酸の割合が乳酸よりも大き
く、マロラティック発酵があまり進んでないと示唆されまし
た。
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 まとめ
以上のように、ワイン中の親水性代謝物を網羅的に分析す
ることによって、ノンアルコールワインとワインの違い、や
クオリティーワインとテーブルワインの違いを明らかにで
きました。ノンアルコールワインの改良や偽造ワインを見分
けるのにも、本分析手法は有用と考えられます。
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図 2 主成分分析結果
(a)スコアプロット、(b)ローディングプロット
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