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食品安全に関するリスクプロファイルシート 
（化学物質） 

更新日：2015 年 3 月 30 日 
項  目 内     容 

1 ハザードの名称／別名 3-クロロ-1,2-プロパンジオール(3-MCPD)脂肪酸エステ

ル(3-Chloro-1,2-propanediol(3-MCPD) fatty acid esters) 

※脂肪酸が 1 つ結合したモノエステルと、2 つ結合したジ

エステルが存在し、それぞれ結合する脂肪酸の種類と組

み合わせにより多数の種類がある。 

2 基準値、その他のリスク管理措

置 
 

  (1)国内 食品衛生法等に基づく基準値は設定されていない。 

  (2)海外 3-MCPD 脂肪酸エステルについて基準値等を設定してい

る国や地域は確認されていない。3-MCPD については

Codex 及び諸外国で基準値が設定されている。（3-MCPD

のリスクプロファイルを参照のこと） 

3 ハザードが注目されるようになっ

た経緯 

・1980 年代から食品中に脂肪酸と結合した 3-MCPD が含

まれていることが報告されてきたが、2006 年に精製した

食用油脂に、3-MCPD よりも 3-MCPD 脂肪酸エステルの

方が高濃度で含まれていることが判明。 

[Velísek J. et al., 1980; Zelinkova Z. et al., 2006] 

・近年、新たな 3-MCPD の摂取源として注目。 

4 汚染実態の報告(国内) ○農林水産省含有実態調査（2012–2013 年度） 

2012–2013 年度に国内で市販されている食用植物油脂

（13 油種）及び油脂の含有率が高い食品等を対象として、

含有実態を調査した。その結果、3-MCPD 脂肪酸エステ

ルは国内で流通している食品にも含まれていた。その濃

度は海外での報告よりも低い傾向であった。 

 

・食品中の濃度                 （単位：mg/kg） 

食品名 
調査 

点数 
濃度範囲 注 1） 

食用植物油脂 119 <0.3注 2） – 5.3 

油脂の含有率が高い食品等   

 バター注 3） 5 <0.07   

マーガリン 注 3） 15 0.27  – 1.0 

ショートニング 3 1.0 – 5.0 

ラード 3 0.38 – 0.44 
魚油を主成分とする食品 4 1.9 – 2.4 

調製粉乳等 注 3） 21 0.06 – 0.59 
注 1） 3-MCPD 脂肪酸エステルの総量として、遊離した

3-MCPD 濃度を測定。 
注 2） 定量限界：0.3 mg/kg（食用植物油脂） 
注3） バター、マーガリン及び調製粉乳等の濃度は、油脂中

の 3-MCPD 濃度に各試料の油脂含有率を乗じて、食品

中の 3-MCPD 濃度を算出。 
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・油脂中の濃度                      （単位：mg/kg） 

食品名 調査点数 濃度範囲 

バター 5 <0.08注）   

マーガリン 15 0.32 – 1.2 

ショートニング 3 1.0 – 5.0 

ラード 3 0.38 – 0.44 
魚油を主成分とする食品 4 1.9 – 2.4 

調製粉乳等 21 0.28 – 2.2 
注） 定量限界：0.08 mg/kg （油脂の含有率が高い食品等） 

[農林水産省, 2014] 

5 毒性評価 遊離した 3-MCPD の毒性は、3-MCPD のリスクプロファイルを

参照 

  (1)吸収、分布、排出及び代謝 ①経口摂取 

ラットに 3-MCPD パルミチン酸ジエステルまたは

3-MCPD を単回経口投与した結果は以下のとおり。 

・3-MCPD パルミチン酸ジエステルを投与したラットの血

中から 3-MCPD が検出された。3-MCPD は、3-MCPD 脂

肪酸エステルが胃腸管で酵素によって加水分解されて

生じたと考えられた。 

・3-MCPD パルミチン酸ジエステルを投与したラットの血

中の 3-MCPD 濃度は、3 時間後に最大となった。

（3-MCPD を投与した個体では、血中濃度は 22 分後に

最大となった。） 

・3-MCPD パルミチン酸ジエステルを投与した場合の血中

の 3-MCPD 濃度の血中濃度―時間曲線下面積（AUC）

と、等モルの 3-MCPD を投与した場合の AUC を比較し

たところ、生物学的利用率は平均で 86%であった。 

[Abraham K. et al., 2013] 

 

②分布 

・ラットに 3-MCPD パルミチン酸ジエステルを単回経口投

与したところ、1.5–24 時間後に、血中、肝臓、腎臓、脂肪

組織から 3-MCPD が検出された。 

[Abraham K. et al., 2013] 

 

③排出 

・3-MCPD パルミチン酸ジエステルをラットに 90 日間反復

経口投与した毒性試験の結果、投与後 24 時間までの間

に尿中から 3-MCPD のメルカプツール酸抱合体、

3-MCPD が検出された。 

[Barocelli E. et al., 2011] 

  (2)急性毒性 - 

  (3)短期毒性 ○雄ラットを用いた 90 日間反復投与試験 

3-MCPD または 3-MCPD パルミチン酸ジエステルを 1

日当たりの投与量が 0.267、0.067、0.017 mmol/kg bw とな

るように経口投与した。 
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・3-MCPD パルミチン酸ジエステル 

  BMD10 BMDL10 

腎臓の病理学的変化 41.1*1 17.4*2 

精巣の病理学的変化 64.4 44.3 

（単位：mg/kg bw/day） 
*1 3-MCPD 相当量：7.36 mg/kg bw/day 
*2 3-MCPD 相当量：3.27 mg/kg bw/day 

 

・3-MCPD 

  BMD10 BMDL10 

腎臓の病理学的変化 5.6 2.5 

精巣の病理学的変化 8.4 6.0 

（単位：mg/kg bw/day） 

 

・腎毒性（尿細管への毒性、糸球体の過剰濾過、臓器重

量の増加）、赤血球減少、精巣への毒性（精巣細胞の減

少）等（ラット） 

・3-MCPD を投与したときと類似の影響（腎毒性など）を示

すものの、その程度は等モルの 3-MCPD を投与した場

合より緩やか。 

[Barocelli E. et al., 2011] 

 

○3-MCPD 脂肪酸エステル（パルミチン酸ジエステル、パ

ルミチン酸モノエステル、オレイン酸ジエステル）をラット

に 13 週間反復経口投与したところ、以下の影響がみら

れた。 

① ヘモグロビン減少（パルミチン酸ジエステル、パルミ

チン酸モノエステル投与群） 

② 腎臓重量の増加（全ての群） 

③ 肝臓重量の増加（パルミチン酸ジエステル、オレイ

ン酸ジエステル投与群） 

④ 精巣の上体細胞のアポトーシスの増加（全ての群） 

上記試験結果から算出した NOAEL 

  パルミチン酸ジエステル： 

          14 mg/kg bw/day （腎臓重量の増加） 

  パルミチン酸モノエステル： 

           8 mg/kg bw/day （腎臓重量の増加） 

  オレイン酸ジエステル： 

          12 mg/kg bw/day （腎臓重量の増加） 

[Onami S. et al, 2014] 

  (4)長期毒性 ○遺伝毒性：陰性 

パルミチン酸ジエステル、オレイン酸ジエステル、パルミ

チン酸モノエステルについて、ラット小核試験、PigA アッ

セイ、gpt アッセイの試験結果 

[国立医薬品食品衛生研究所, 2013] 
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6 耐容量  

 (1)耐容摂取量  

  ①PTDI/PTWI/PTMI 3-MCPD 脂肪酸エステルとして耐容摂取量は設定されて

いない。 

 

（参考）3-MCPD の暫定最大１日耐容摂取量（PMTDI） 

2 µg/kg bw 

ラットを用いた長期毒性試験から得られた尿細管の過

形成が指標。LOEL 1.1 mg/kg bw/day、不確実係数 

500 を採用 

[JECFA, 2001; JECFA, 2006] 

  ②PTDI/PTWI/PTMI の根拠  

 (2)急性参照量(ARfD) 設定されていない。 

7 暴露評価  

  (1)推定一日摂取量 【ドイツ】 

3-MCPD 脂肪酸エステルに由来する 3-MCPD の摂取量

を推定 

 

・生後 1 ヶ月の乳児 

 調製粉乳に含まれる 

油脂中の濃度（µg/g） 

摂取量 

（µg/kg bw/day） 

最大値 4.169 25.0 

中央値 2.568 15.4 

最小値 1.210       7.3 

 

・成人 

 油脂中

の濃度 

（µg /g） 

摂取量（µg/kg bw/day） 

植物油の摂取

量が 20 g/日の

場合 

植物油の摂取

量が 80 g/日の

場合 

最大値 7.356 2.5 9.8 

中央値 3.101 1.0 4.1 

[BfR, 2007] 

  (2)推定方法 【ドイツ】 

・経口摂取された 3-MCPD 脂肪酸エステルが体内ですべ

て 3-MCPD に加水分解され、それがすべて吸収されると

いう最悪のシナリオに基づく試算 

・調製粉乳の脂肪含有率は 25 %、調製粉乳は 100 mL 当

たり 15 g を使用、乳児用調製乳の摂取量は 160 mL/kg 

bw と仮定。 

・成人の油脂の摂取量を 20 g/日（成人男性の油脂摂取

量の 75%ile 値）、80 g/日（成人男性の油脂摂取量の最

大値）と仮定。 

[BfR, 2007] 
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8 ＭＯＥ(Margin of exposure) 【ドイツ】 

JECFA が 3-MCPD の PMTDI を設定する際に根拠とした

LOEL（1.1 mg/kg bw/day、ラットを用いた長期毒性試験か

ら得られた尿細管の過形成を指標）に対する MOE 

・乳児 

摂取量が最大の場合：44 

摂取量が中央値の場合：71  

摂取量が最小の場合：152 

[BfR, 2007] 

9 調製・加工・調理による影響 ・油脂の精製工程（特に脱臭工程）において、原料にもと

もと含まれる油脂と塩素が反応して生成。 

[Franke K. et al., 2009] 

・ビスケットの焼成工程において、温度が高いほど

3-MCPD 脂肪酸エステルの生成が速くなるとの報告が

ある。レシピから食塩を除くと、焼成工程において

3-MCPD 脂肪酸エステルは生成しなかった。 

[Mogol B. A. et al., 2014] 

10 ハザードに汚染される可能性が

ある農作物/食品の生産実態 
 

  (1)農産物/食品の種類 ・食用精製油脂及びそれを原材料とした加工食品 

・哺乳類の乳 

  (2)国内の生産実態 ･植物油供給量（2013） 

 油の種類 国内で搾油 輸入油 

種子から 

抽出 

菜種油 1,044 20 

大豆油 380 39 

ごま油 45 2 

綿実油 4 4 

サフラワー油 0 11 

ひまわり油 0 16 

やし油 0 42 

パーム核油 0 94 

その他の油 2 48 

果肉から 

抽出 

オリーブ油 0 54 

パーム油 0 591 

副産物から 

抽出 

とうもろこし油 85 0 

こめ油 64 20 

（単位：千トン） 

 [日本植物油協会] 

 

･平成 25 年食用加工油脂等生産量 

マーガリン：153,507 トン 

ファットスプレッド：77,678 トン 

ショートニング：237,994 トン 

精製ラード：29,283 トン 

食用精製加工油脂：38,422 トン 

その他食用加工油脂：200,557 トン 

 [日本マーガリン工業会] 
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･平成 25 年牛乳乳製品生産量 

バター：68,303 トン 

調製粉乳：22,915 トン 

 [農林水産省] 

11 汚染防止・リスク低減方法 現在、各国で低減技術が研究されている。これまで報告

されている主なものは以下のとおり。 

 

・油脂の精製工程の前または途中で粗油を水やアルコー

ル水溶液等で洗浄し、塩化物を低減する。 

[Matthäus B. et al., 2011; Craft B.D. et al., 2012] 

・脱ガム工程や脱色工程の pH を中性に近づける。 

[Ramli M. R. et al, 2011] 

・脱臭工程において、低温での脱臭と高温での脱臭を組

み合わせることで、高温で処理する時間を短縮する。 

[Matthäus B. et al, 2013] 

・精製後の油脂をリパーゼで処理することにより 3-MCPD

脂肪酸エステルをグリセロールに分解する。 

[Bornscheuer U. T. & Hesseler M., 2010] 

12 リスク管理を進める上で不足して

いるデータ等 

・3-MCPD 脂肪酸エステルの体内動態、毒性 

・加工食品に含まれる油脂の消費量 

・加工食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの分析法の確

立 

・調製粉乳について、油脂の抽出法の改良等による分析

法の向上（添加回収率の改善） 

・食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステルの含有実態に関する

データ（調理工程における濃度の増減に関するデータを

含む） 

・食事由来の 3-MCPD 脂肪酸エステルの摂取量を推定す

るための調査（トータルダイエットスタディ） 

・加工食品中の 3-MCPD 脂肪酸エステル濃度の低減技

術に関する国内外の情報 

13 消費者の関心・認識 国内の消費者の関心・認識は高いとは言えない。 

14 その他 【Codex】 

食品汚染物質部会（CCCF）は 2008 年に、3-MCPD 脂肪

酸エステルを JECFA で優先的に評価する汚染物質に選

定。 

 

【農林水産省】 

2010–2011 年度レギュラトリーサイエンス新技術開発事業

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する分析法を開発。 

 

【食品安全委員会】 

「高濃度にジアシルグリセロール（DAG）を含む食品」に関

連する情報（Q&A）において、3-MCPD 脂肪酸エステルに

関して以下の内容を記載。 

・食品安全委員会では、平成 19 年度に「食品に含まれる
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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いた。また、農林水産省の

3-MCPD 脂肪酸エステルの食品中の含有実態に関する

調査結果は、含有量は諸外国と比べて低い傾向にあっ

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

いと示唆された。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

影響は低いと考えている。 

[食品安全委員会, 2014] 
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