
アミノ酸液：脱脂大豆（大豆油の搾りかす）や小麦グルテンなどの植物性たん白に塩酸を加えて加熱分解して製造し*1
ます。調味料の原材料として使用されています。アミノ酸液は、酸加水分解植物性たん白と呼ばれることもあります。

諸味」に主としてアミノ酸液を加え、熟成させて作ったしょうゆです。アミノ酸液特有のうま*2 混合醸造しょうゆ：「
もろみ

みを生かしたしょうゆで、地域によってはこの特徴が好まれます。

本醸造しょうゆまたは混合醸造しょうゆに主としてアミノ酸液を加えて作ったしょうゆです。アミノ*3 混合しょうゆ：

酸液特有のうま味を生かしたしょうゆで地域によってこの特徴が好まれます。

*4 Vol.36,No.3,1995食品衛生学雑誌
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平成１７年度調味料のクロロプロパノール類含有実態調査の結果について

１．調査目的

クロロプロパノール類の一種である クロロプロパンジオール（ ）と ジ3- 3-MCPD 1,3-
クロロプロパノール（ ）が、我が国で生産される調味料やその原材料にどの程1,3-DCP
度含有されているのかを知り、今後リスク管理措置を取る必要性その他を検討するため

の基礎資料とすることを目的としています。

２．調査方法

（１）調査対象及び試料点数

平成１６年度の実態調査の結果から、販売を目的として製造されるアミノ酸液 （販
*1

売用アミノ酸液）よりも、しょうゆ、みそなどの製造工場がその原材料として製造し

ているアミノ酸液（自家用アミノ酸液）の 濃度の方が高く、またほとんどの3-MCPD
本醸造しょうゆの 濃度は定量限界未満であることがわかりました。3-MCPD

このことから、本調査では自家用アミノ酸液 点及びそれを原材料とする混合醸造40
しょうゆ 及び混合しょうゆ 点を調査対象としました。*2 *340

（２）分析項目

、 。本調査では クロロプロパノール類のうち と を分析しました3-MCPD 1,3-DCP
（ と についての情報は参考資料を参照）3-MCPD 1,3-DCP

（３）サンプリング方法

いずれの調査対象も日本醤油協会及び全国醤油工業協同組合連合会を通じて、しょ

うゆ製造業者から入手したものを分析用試料としました。

（４）分析方法

3-MCPD①

ガスクロマトグラフ－質量分析計（ ）で定量しました 。 分析法は単一試GC-MS *4

、 。験所において添加回収率及び繰り返し精度が妥当かどうかを確認後 採用しました

1,3-DCP②



定量限界：適切な正確さをもって定量できる測定対象成分の最低量または最低濃度です。*5
検出限界：試料に含まれる測定対象成分の検出可能な最低量または最低濃度です。*6

( )：食品*7 GEMS/Food Global Environment Monitoring System - Food Contamination Monitoring and Assessment Programme
中の汚染物質濃度や傾向、そのヒトの暴露への寄与、ヒトの健康や貿易における重要性等について、各国政府やコー

デックス委員会、一般市民等への情報提供を行ってきた国際的プログラム。 によって運営されています。WHO
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ガスクロマトグラフ－質量分析計（ ）で定量しました。分析法は単一試験GC-MS
所において添加回収率及び繰り返し精度が妥当かどうかを確認後、採用しました。

（５）定量限界及び検出限界

mg/kg単位：
*5 *6

定量限界 検出限界

3-MCPD 0.004 0.002①

1,3-DCP 0.004 0.002②

（６）添加回収率

添加回収率は、 ～ ％と許容できる値でした。84 111
自家用アミノ酸液：

3-MCPD①

％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )95 3 0.020 mg/kg
％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )101 3 2.0 mg/kg

1,3-DCP②

％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )110 7 0.005 mg/kg
％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )84 7 0.050 mg/kg

混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆ：

3-MCPD①

％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )111 3 0.020 mg/kg
％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )104 3 1.0 mg/kg

1,3-DCP②

％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )103 7 0.005 mg/kg
％ (試験回数＝ 、添加濃度＝ )86 7 0.050 mg/kg

（７）結果の解析

得られた分析値を基に、 が示している方法に従い、 及びGEMS/Food 3-MCPD*7

の平均値を算出しました。また、得られた分析値からは、自家用アミノ酸液1,3-DCP
及びしょうゆ中の 含有量と 含有量の関係について考察しました。3-MCPD 1,3-DCP

３．調査結果



定量限界未満の濃度を「 」として算出しています。*8 0
検出限界未満の濃度を検出限界とし、検出限界以上かつ定量限界未満の濃度を定量限界として算出しています。*9
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（１）自家用アミノ酸液（表１）

（度数分布表及び度数分布図をご覧になりたい方はこちらをクリック ）[PDF]

3-MCPD①

自家用アミノ酸液 点については、平均値が 、最大値 、最小40 6.1 mg/kg 33 mg/kg
値 でした。0.019mg/kg

1,3-DCP②

自家用アミノ酸液 点については、平均値が ( ) 、最大値40 0.004 0.007 mg/kg*8 *9

でした。 点（全体の ）の試料においては定量限界未満の濃度でし0.070mg/kg 30 75%
た。

（表をご覧になりたい方はこちらをクリック ）③ と3-MCPD 1,3-DCP [PDF]

が定量限界以上の濃度であった自家用アミノ酸液 点（全体の ）の1,3-DCP 10 25%
濃度はすべて 以上でした。しかし、 濃度が 以3-MCPD 3.4 mg/kg 3-MCPD 3.4 mg/kg

上であっても、 が定量限界未満の濃度である試料が 点ありました。1,3-DCP 11

（２）混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆ（表１）

（度数分布表及び度数分布図をご覧になりたい方はこちらをクリック ）[PDF]

3-MCPD①

混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆ 点については、平均値が 、最大40 2.3 mg/kg
値 、最小値 でした。17 mg/kg 0.014 mg/kg

1,3-DCP②

混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆ 点については、平均値が ( )40 0.002 0.003*8 *9

、最大値 でした。 点（全体の ）の試料においては定量限界mg/kg 0.022 mg/kg 33 83%
未満の濃度でした。

（表をご覧になりたい方はこちらをクリック ）③ と3-MCPD 1,3-DCP [PDF]

が定量限界以上の濃度であった混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆ 点1,3-DCP 7
3-MCPD 4.0 mg/kg 3-MCPD 4.0 mg/kgの 濃度はすべて 以上でした。しかし、 濃度が

以上であっても、 が定量限界未満の濃度である試料が２点ありました。1,3-DCP

（３）3-MCPDの含有量と1,3-DCPの含有量の関係（図１）

合同食品添加物専門家会議（ ）は 「食品中の は高濃度のFAO/WHO JECFA 1,3-DCP、

と関係があるので、 の低減対策をとるならば の低減対策を3-MCPD 3-MCPD 1,3-DCP
別途取る必要はない」と評価しています。今回得られた分析結果でも、自家用アミノ

酸液並びに混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆのどちらも を高濃度に含むも3-MCPD
のにのみ、 が含まれており、高濃度の の生成と の生成には1,3-DCP 3-MCPD 1,3-DCP
相関関係が認められました。

http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/c_propanol/pdf/h17_amino.pdf
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/c_propanol/pdf/h17_soymix.pdf
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/c_propanol/pdf/h17_soy.pdf
http://www.maff.go.jp/syohi_anzen/c_propanol/pdf/h17_soymix.pdf
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表１ 平成17年度3-MCPD及び1,3-DCP含有実態調査結果

調査対象食品 自家用アミノ酸液 混合醸造及び混合しょうゆ

3-MCPD 1,3-DCP 3-MCPD 1,3-DCP分析項目

40 40 40 40試料点数

0.004mg/kg 0 30 0 33定量限界( )

未満の点数

（全体に占める割合） ( ) ( )75% 83%
0.004 mg/kg 40 10 40 7定量限界( )

以上の点数

mg/kg 0.019 0.004 0.014 0.004最小値( )

（定量されたもの）

mg/kg 33 0.070 17 0.022最大値( )

mg/kg 6.1 - 2.3 -平均値( )

1 mg/kg - 0.005 - 0.002平均値( ) ( )（注）

2 mg/kg - 0.007 - 0.003平均値( ) ( )（注）

mg/kg 3.6 - 1.5 -中央値( )

GEMS/Food "Instructions for Electronic Submission of Data on Chemical Contaminants in Food注）平均値は、 の

の付録４ に示されている算出方法に従い算and the Diet" "Evaluation of Low Level Contamination of Foods"

出しました。

※ については、自家用アミノ酸液、しょうゆ(混合醸造及び混合)のいずれも、定量限界未満の1,3-DCP

試料数が全試料数の ％を超えていたことから、以下のように、平均値を算出しました。60

平均値( )：定量限界未満の濃度を「 」として算出。1 0

平均値( )：検出限界未満の濃度を検出限界（ ）とし、検出限界以上かつ定量限界未満の2 = 0.002 mg/kg

濃度を定量限界( )として算出。= 0.004 mg/kg

自家用アミノ酸液 混合醸造及び混合しょうゆ

図１ 3-MCPD含有量と1,3-DCP含有量との関係
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４．今後の予定

クロロプロパノール類の一種である は、自家用アミノ酸液に多く含まれて3-MCPD
いるため、自家用アミノ酸液を原材料としている混合醸造しょうゆ及び混合しょうゆに

おける含有実態について、平成１８年度も引き続き調査を実施します。また、高濃度の

の生成が の生成と何らかの関係があるかどうかについても、併せて調3-MCPD 1,3-DCP
査を実施します。

また、調味料及びその原材料中の含有実態調査とは別に、食品全般からのクロロプロ

パノール類の摂取量を評価するための調査研究を実施しています。


