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農林水産省 

 

食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル及び 

グリシドール脂肪酸エステルに関する Q&A 

 
食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルについて理解を

深めていただくため、Q&A を作成しました。 
 3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの安全性等については、

内閣府食品安全委員会の Q&Aをご参照ください。 
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1. 今回の調査結果により何が明らかになったのですか。 
（答） 
１ 農林水産省は、国内に流通する食用植物油脂や、油脂の含有率が高い他の食品等（バ

ター、マーガリン、ショートニング、ラード、魚油を主成分とする食品及び調製粉乳

等）を対象に、3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの含有実態

を平成 24、25 年度に調査しました。 
 
２ その結果、3-MCPD 脂肪酸エステルについては、食用植物油脂では 119 点中 46 点、

油脂の含有率が高い他の食品等では 51 点中 46 点の試料から定量限界(0.3 mg/kg)以上

の濃度で検出されました。これらの濃度は、ラードを除いて、これまで海外で報告さ

れている濃度よりやや低い傾向にありました。 
 
３ グリシドール脂肪酸エステルについては、食用植物油脂では 119 点中 62 点、油脂

の含有率が高い他の食品等では 51 点中 44 点の試料から定量限界(0.3 mg/kg)以上の濃

度で検出されました。これらの濃度は、これまで海外で報告されている濃度よりやや

低い傾向にありました。 
 
（注）定量限界とは、分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量で

きる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度です。 
 
 
2. 3-MCPD 脂肪酸エステル、グリシドール脂肪酸エステルとは、それぞれどのような

物質ですか。 
（答） 
１ 3-MCPD 脂肪酸エステルとは、3-クロロプロパン-1,2-ジオール（3-MCPD）という

アルコールの一種と脂肪酸が結合した化学物質の総称です。結合する脂肪酸の種類に

よって、多数の 3-MCPD 脂肪酸エステルがあります。 
 
２ グリシドール脂肪酸エステルとは、グリシドールというアルコールの一種と脂肪酸

が結合した化学物質の総称です。結合する脂肪酸の種類によって多数のグリシドール

脂肪酸エステルが存在します。 
 
３ 両物質とも、分析技術の進歩により、精製した食用油脂などに含まれることが近年

分かった化学物質であり、油脂精製の脱臭工程で高温処理される際に、原料中に元々

含まれる成分からできてしまうことが報告されています。  

2 
 



3. 3-MCPD 脂肪酸エステルは、健康への影響がありますか。 
（答） 
＜食品安全委員会作成の Q&A から転載＞ 

3-MCPD 脂肪酸エステルが体内で分解されて生ずる 3-MCPD の毒性として、動物実験

において、腎臓への影響や、精子運動能の低下や精子の形態変化等が報告されています。

しかしながら、3-MCPD 脂肪酸エステルに関するデータは限られており、今後、国際的

なリスク評価が予定されていますが、評価ためには必要なデータの収集が課題とされて

います。 
 
他方、FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議（JECFA）は、3-MCPD について生体

内では遺伝毒性は認められないとし、腎臓の尿細管過形成という毒性指標の増加結果か

ら暫定最大一日耐容摂取量（PMTDI）※を 2 µg/kg 体重/日としました。 
 
食品安全委員会では、平成 19 年度に「食品に含まれるクロロプロパノール類に関す

る安全性評価に資する情報収集調査」を行っており、本調査によると、3-MCPD の摂取

量は、JECFA が設定した 3-MCPD の暫定最大一日耐容摂取量を大きく下回っており、

日本人における健康への懸念は低いと考えておりました。 
 
また、農林水産省では、平成 24～25 年度に「食品の安全性に関する有害化学物質の

サーベイランス・モニタリング」として、グリシドール脂肪酸エステルに加えて 3-MCPD

脂肪酸エステルの食品中の含有実態に関する調査を行っています。結果は、含有量は諸

外国と比べて低い傾向にありました。 
 
そのほか、データが限られているものの、平成 22～24 年度にかけて実施された食品

安全委員会の食品健康影響評価技術研「グリシドール脂肪酸エステルおよび 3-MCPD 脂

肪酸エステルの安全性評価に関する研究（主任研究者：小川 久美子）」では、3-MCPD

及び 3-MCPD 脂肪酸エステルは in vivo※では、遺伝毒性はないと示唆されました。 
 
食品安全委員会では、3-MCPD 脂肪酸エステル摂取による健康被害の報告は確認され

ておらず、現在の科学的知見においては、これまでと同様に日本人における健康への懸

念は低いと考えています。 
 
なお、今後、国際的なリスク評価が予定されており、引き続き、国際的な動向や最新

の科学的知見を注視していきます。 
 

3 
 



※ 暫定最大一日耐容摂取量（PMTDI） 
JECFA が汚染物質について設定するヒトがある物質の一定量を一生涯にわたっ

て毎日摂取し続けても、現時点でのあらゆる知見からみて、認むべき健康への悪影

響が現れないと推定される一日あたりの摂取量のことで、通常、体重 1 kg あたりの

物質量で示されます。JECFA では、耐容量に「provisional」（暫定）という用語を

冠して使用しています。これは、汚染物質は、意図的に食品に添加する添加物とは

異なり、毒性評価に必要なデータを 100%入手することが事実上困難であるためとの

考えからです。なお、データ不足により、その評価結果が不十分と考えられる場合

は、さらに「Temporary」（一時的な）という用語が冠されるか、データが得られる

まで耐容量が設定されません。 
 

※ in vivo 
ラテン語で、「生体内で」という意味です。生化学や分子生物学などの分野で、in 

vitro とは異なって各種の条件が人為的にコントロールされていない生体内で起きて

いる反応・状態という意味で使われます。 
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4. グリシドール脂肪酸エステルは、健康への影響がありますか。 
（答） 
＜食品安全委員会作成の Q&A から転載＞ 
食品安全委員会では、高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の安全性に係る審議

において、グリシドール脂肪酸エステルから生成するグリシドールは遺伝毒性発がん物

質である可能性を否定することができないことから、本件についても審議を進めてまい

りました。 
 
審議の結果、グリシドール脂肪酸エステルを不純物として含む DAG 油の発がんプロ

モーション作用は否定され、また、実験動物を用いた試験系において、問題となる毒性

影響は確認されませんでした。 
 
加えて、我が国で現在流通している食用油に含まれるグリシドール脂肪酸エステル含

量は低く（DAG 油と比べて、数十分の１程度）、そのすべてが等モル量のグリシドール

に変換されるという仮定の下、過大に見積もって試算しても、剰余腫瘍発生リスク（10-4、

10-5及び 10-6に相当するばく露量は、それぞれ 1.6×10-3、1.6×10-4、1.6×10-5 mg/kg
体重/日）は極めて低く、ばく露マージン（MOE、食品安全委員会 Q&A の Q13 参照）

は 10,000 を僅かに下回る値と試算され、一定のばく露マージンが確保されていました。

また、諸外国においても、ヒトにおけるグリシドール脂肪酸エステル摂取による健康被

害の報告は確認されていません。 
 
これらの結果は、現在使用されている食用油の摂取について、直接健康影響を示唆す

るものではないと判断しました。 
 
しかしながら、グリシドールは遺伝毒性発がん物質である可能性を否定することはで

きないため、ALARA（As Low As Reasonably Achievable）の原則に則り、様々なほ

かのハザードのリスク等も勘案しつつ、引き続き合理的に達成可能な範囲で出来る限り

グリシドール脂肪酸エステルの低減に努める必要があると考えています。 
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5. 農林水産省の調査の結果、3-MCPD 脂肪酸エステルを含むとされた食品は、今後摂

取しない方がよいのですか。 
（答） 
＜食品安全委員会作成の Q&A から転載＞ 

3-MCPD 脂肪酸エステルについては、農林水産省が行った調査においては、含有量は

諸外国と比べて低い傾向にあり、食品安全委員会では、3-MCPD 脂肪酸エステル摂取に

よる健康被害の報告は確認されておらず、現在の科学的知見においては、これまでと同

様に日本人における健康への懸念は低いと考えています。 
 
脂質は生命の維持に必須で重要な栄養素ですが、近年、食文化の変化等により油脂類

の摂取が過剰となる傾向があり、過剰な摂取は健康に悪影響を与えます。以下の「食事

バランスガイド」を参考に、バランスの良い食事を心がけることが大切です。 
 

 【参考】 
厚生労働省『「食事バランスガイド」について』 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html 
農林水産省『「食事バランスガイド」について』 
http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ 
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6. 農林水産省の調査の結果、グリシドール脂肪酸エステルを含むとされた食品は、今

後摂取しない方がよいのですか。 
（答） 
＜食品安全委員会作成の Q&A から転載＞ 
食品安全委員会では、グリシドール脂肪酸エステルについては、現在使用されている

食用油については一定のばく露マージンが確保されており、直接健康影響を示唆するも

のではないと判断しました。 
 
また、グリシドール脂肪酸エステルについては、農林水産省が行った調査においては、

含有量は諸外国と比べて低い傾向にあり、食品安全委員会では、脂肪酸エステル摂取に

よる健康被害の報告は確認されておらず、現在の科学的知見においては、これまでと同

様に日本人における健康への懸念は低いと考えています。 
 
なお、農林水産省の調査において、グリシドール脂肪酸エステルは広く食用油に微量

に含まれていることが確認されています。特定の食用油を避けたりすることなく、バラ

ンスよく使用することが大切です。 
 
脂質は生命の維持に必須で重要な栄養素ですが、近年、食文化の変化等により油脂類

の摂取が過剰となる傾向があり、過剰な摂取は健康に悪影響を与えます。以下の「食事

バランスガイド」を参考に、バランスの良い食事を心がけることが大切です。 
 

 【参考】 
厚生労働省『「食事バランスガイド」について』 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html 

農林水産省『「食事バランスガイド」について』 
http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ 
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7. 育児用調製粉乳を、これからも子どもに飲ませても大丈夫ですか。 
（答） 
＜食品安全委員会作成の Q&A から転載＞ 
育児用調製粉乳については、乳幼児期の限られた一時期における摂取であることから、

生涯にわたり摂取することを想定した健康影響評価を行うことは不適切です。なお、諸

外国においてもヒトにおけるグリシドール脂肪酸エステル摂取による健康被害の報告

は確認されていません。また、我が国における調製粉乳に含まれるグリシドール脂肪酸

エステルは諸外国と比べて低い実態にあります。これらのことから、現在得られている

知見からは、直接健康影響を示唆するものではないと判断したところです。 
 
育児用調製粉乳は、母乳に含まれる栄養素がバランスよく含まれており、特に母乳を

与えることができない場合、乳幼児が育つ上で不可欠で代替品のない食品であり、栄養

不良によるリスクも勘案すると、これまで通り与えることが重要です。 
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8. 3-MCPD 脂肪酸エステルやグリシドール脂肪酸エステルについて、国内外でどのよ

うな対応がとられているのですか。 
（答） 
Ⅰ 国内 

１ 農林水産省は、3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルについ

て、国内外の調査・研究や低減技術に関する情報を積極的に収集しています。 
 

２ 平成 22～23 年度には、研究事業で、油脂中の 3-MCPD 脂肪酸エステルについ

て主要な脂肪酸分子種を別々に定量できる分析法の開発を世界に先駆けて行いま

した。一方、油脂中のグリシドール脂肪酸エステルについては、平成 24 年、公益

社団法人日本油化学会と米国油化学会が合同で、5 つのグリシドール脂肪酸エステ

ル分子種について、個別に定量する分析法を開発しています。 
 
３ 平成 24 年度からは、油脂を中心に、3-MCPD 脂肪酸エステルやグリシドール脂

肪酸エステルについて含有実態を調査しました。 
 
４ また、厚生労働省は、食品安全委員会の食品健康影響評価に係る補足資料として、

平成 22 年に食用油及び食用油を原料とする食品を対象に、グリシドール脂肪酸エ

ステルの調査を行い、調査結果を食品安全委員会に提出しています。 
（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0518-10f.pdf） 
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Ⅱ 海外 

１ 食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの研究は、

平成 23 年にドイツ脂質科学会（DGF）が、植物油脂中の総 3-MCPD 脂肪酸エス

テルと総グリシドール脂肪酸エステルを区別して定量する分析法を開発したこと

により、近年急速に進んでいます。 
  現在、国際的なリスク評価に向け、各国が食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル及

びグリシドール脂肪酸エステルの実態調査や低減技術についての情報収集・研究

を進めています。 
 

２ 例えば、EU では、欧州食品安全委員会（EFSA）が中心となって、食品中の

3-MCPD 脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルに関する情報を共有す

るためのデータベースを作成し、含有実態データや毒性に関する情報、低減技術

に関する情報等の収集を行い、研究の実施状況を共有しています。ドイツでは、

食品事業者と連邦栄養・食品研究所が共同で低減技術の研究を進めています。 
 
３ 米国では、食品医薬品局（FDA）が、カナダでは、カナダ保健省（Health Canada）

が食品中の 3-MCPD脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エステルの含有実態

を調査し、公表しています。 
 
４ また、米国油化学会が中心となって生成メカニズム、毒性情報、低減技術等につ

いて情報提供しています。 
 

５ マレーシアでは、マレーシアパームオイル研究所がアブラヤシ油中の 3-MCPD
脂肪酸エステルの低減方法を発表し情報提供しています。 

 
６ このほか、中国、香港、ブラジルでも食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの含有

実態を調査し、結果を公表しています。 
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9. 農林水産省はどのような考え方で有害化学物質の実態調査を行っているのですか。 
（答） 
１ 農林水産省は、科学に基づいた食品安全行政の推進のため、「農林水産省及び厚生

労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成し、国際的

な食品安全行政の枠組み（リスクアナリシス）に整合したリスク管理をしています。 
 
２ 食品を食べたことにより人の健康に悪影響を与えるかどうかは、食品に含まれる有

害物質の毒性と摂取量とで決まりますので、含有実態を調べることはとても重要です。 
 
３ このため、健康に悪影響を及ぼす可能性のある物質について、含有実態、関係者の

関心、国際的動向等を考慮して、優先的にリスク管理を行う対象の有害化学物質を選

定し、5 年間の実態調査の計画（中期計画）を定め食品中の含有実態を調査（有害化

学物質のサーベイランス・モニタリング）しています。また、必要に応じ低減対策も

検討・策定しています。 
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10. 「有害化学物質のサーベイランス・モニタリング」では、これまでどのような調査

を行っているのですか。 
（答） 
１ 平成 15 年度から平成 24 年度までに行った有害化学物質のサーベイランス・モニタ

リングの結果は、「有害化学物質含有実態調査データ集」としてまとめており、その

概要は以下のとおりです。 
 
 有害化学物質含有実態調査結果データ集（平成 15～22 年度） 

 単年毎に公表してきた調査結果や、調査点数が少なく単年毎に公表しなかった調

査結果等について、品目毎にまとめたデータ集 
a. 分析点数：約 34 万 4 千点 
b. 調査品目数：農産物 54、畜産物 6、水産物 30、加工食品 38 
c. 有害化学物質：かび毒、重金属等（カドミウム、鉛、総水銀、総ヒ素等）、ダ

イオキシン類、アクリルアミド、クロロプロパノール類、多環芳香族炭化水素

類（PAHs）、ヒスタミン、フラン、残留農薬 266 種類 
 
 有害化学物質含有実態調査結果データ集（平成 23～24 年度） 

平成 23～24 年度に実施した含有実態調査の結果のデータ集 
a. 分析点数：約 2 万 4 千点 
b. 調査品目数：農産物 24、畜産物 5、水産物 8、加工食品 25 
c. 有害化学物質：かび毒、重金属等（カドミウム、鉛、総水銀、総ヒ素等）、ダ

イオキシン類、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アクリルアミド、クロロプロパノ

ール類、多環芳香族炭化水素類（PAHs）、ヒスタミン、チラミン、フラン、残

留農薬 266 種類 
 
 含有実態調査の結果から分かったこと 
 ほとんどの国産農畜水産物・食品中の有害化学物質の濃度は、すぐに対策を講じ

なければ健康被害が生じるというものではなかった。 
 品目・有害化学物質の種類によっては、その濃度が高かったことなどから、現在

も調査を継続。摂取量が多いと考えられるものについて、低減対策を検討中。 
 
２ これらは、個別の有害化学物質の実態調査結果とともに農林水産省のホームページ

で全てご覧いただけます。 
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