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（２）中課題２（食品の加圧調理がアクリルアミドの生成に及ぼす影響の分析・評価）の

研究成果の概要 

１）工程管理及び成果目標 

工程表 

① 炒め調理において高濃度でアクリルアミドを生成することが知られている野菜

品目等について、調味料等を用いないモデル調理条件での圧力調理を行なって調理

品中のアクリルアミド濃度を分析1し、加圧調理の影響について調査する。（小課題

１関連）。 

↓ 

② 小課題１のモデル調理の結果を踏まえて、調味料や副材料を用いた実際の圧力調

理レシピから、アクリルアミドを多く生成する可能性のあるものを抽出・整理する。

（小課題２関連）。 

↓ 

③ 小課題２で検討した調理メニューについて、優先順位をつけながら実際の調理を

行い、調理品のアクリルアミド濃度を分析し、加圧下での調理がアクリルアミドの

生成に及ぼす影響を分析・評価する。また、調理条件の違いによりアクリルアミド

濃度が異なるケースが見出された調理メニューについて簡単な食味評価を行い、喫

食者にとって受容可能と考えられる低減助言の内容を検討する。（小課題３関連）。 

成果目標：炊飯以外の食品について加圧下の調理がアクリルアミドの生成に及ぼす影

響を分析・評価する。 

                                                   
1 アクリルアミドの分析は外部分析機関に依頼し、湿重量あたりの分析値を得た。分析機関に対し、分析

条件として、マトリクスを用いた試験室内妥当性確認を実施し、検出限界 2 µg/kg、定量下限 5 µg/kg を満

たすことを義務づけており、繰り返し試験の再現性等から、上記検出限界／定量下限の条件を満たしてい

ることを確認した。 
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２）各工程の進捗状況及び成果 

【工程表①】 

炒め調理で生成するアクリルアミドの量が他の野菜と比べて相対的に多いと考えら

れる品目1のうち、調理方法として、煮る機会が多いと考えられるものとして、ごぼう、

れんこん、じゃがいもを選択した。調味料等を使用しないモデル調理として水煮（一

部蒸し調理も実施）を行い、調理品中のアクリルアミドを分析し、アクリルアミド生

成への影響を調べることとした（表２−１：ごぼう水煮、れんこん水煮、じゃがいも水

煮）。 

                                                   
1  http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/regulatory_science/pdf/2501-1.pdf 

レギュラトリーサイエンス新技術開発事業 研究実績報告書、課題番号 2501「高温加熱によ

り生成する有害化学物質を低減した調理法の評価・検証」、平成 27 年 3 月 

  
野菜等 25 品目の炒め調理品の分析結果。都内の複数のスーパーマーケットから出来るだけ異なるロットを

購入し、実施可能な範囲でロット間のばらつきをできるだけ含むように実施した。食用可能な範囲で出来

るだけ強い加熱条件となるように予熱したホットプレート（設定温度 200℃）に材料の 5%程度の食用油を

引いた上で、5 点以上の調理を行い、5 点を分析した。 
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 33 

調理手順：ごぼう 

実施日：H28/7/26-27 

 

Ⅰ．試料調整 

１．ごぼうの使用量を計測 

２．たわしを使いごぼうを洗浄 

３．ペーパータオルで水気をふき取る 

４．3 ｃｍの切り口、厚さ 1 cmの斜め切りに

切裁 

５．純使用量、本数を計測 

６．回転鍋でかき混ぜ試料の均一化をする 

７．実験単位に袋に計量（100%水量：450 g、

30%水量：700 g） 

８．ごぼうの 10倍量の水（100%水量：4.5 L、

30%水量：7 L）で水さらし 5分 

９．ザルであけ、ペーパータオルで水気をふ

き取り袋に入れる 

Ⅱ．加熱 

１．鍋に測定条件を設定した温度計を設置す

る。 

２．鍋を秤に乗せゼロ合わせを行いごぼうを

入れ、ごぼう+水（100％-900 g、30％-910 

g）に水を入れて調整 

３．加熱前水温を計測し、蓋をし鍋込全体重

量を計測 

４．強火（７）で加熱開始 

５．沸騰後火を弱め設定した条件で加熱継続

する（0,2,5,10分、詳細は表２−１参照）。 

６．消火後 

圧力鍋 A：作業台に鍋をおろし自然放置、圧

力が下がった時の時間を記録（ス

トップウォッチ表示） 

圧力鍋 C：水冷を開始時、圧力が下がった時

の時間を記録（ストップウォッチ

表示） 

* 細かな手順の違いは圧力鍋メーカ

ーの取扱説明に従ったため。 

７．常圧後に鍋込全体重量、加熱後水温、ご

ぼう・水重量の計測 

８．写真を撮り、サンプル重量を計測後、急

速冷凍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理手順：れんこん 

実施日：H28/10/20-21 

 

Ⅰ．試料調整 

１．れんこんの使用量を計測 

２．廃棄部分（節・根等）を切裁 

３．純使用量、本数を計測 

４．厚さ 1 cmの輪切りに切裁 

５．4 つのザルに切裁したれんこんを偏らな

いように入れ分ける 

６．実験単位ごとに一つのボールより試料を

調整し、試料の均一化をする 

７．実験単位に袋に計量（30%水量：700 g） 

８．試料の 10倍量の水（30%水量：7 L）で水

さらし 5分 

９．ザルであけ、ペーパータオルで水気をふ

き取り袋に入れる 

Ⅱ．加熱 

１．鍋に測定条件を設定した温度計を設置す

る。（温度測定象のみ） 

２．１の鍋を秤に乗せゼロ合わせを行いごぼ

うを入れ、試料+水（30％-910 g）に水を

入れて調整 

３．蓋をし鍋込全体重量を計測 

４．強火（７）で加熱開始（圧力鍋 B のみ初

めの 1分間は中火（５）、その後強火（７）） 

５．沸騰後火を弱め（圧力鍋 A -中火４、圧

力鍋 C -弱火３）それぞれ(10分)加熱継続

する 

６．消火後 

圧力鍋 A：作業台に鍋をおろし自然放置、圧

力が下がった時の時間を記録（ス

トップウォッチ表示） 

圧力鍋 C：水冷を開始時、圧力が下がった時

の時間を記録（ストップウォッチ

表示） 

* 細かな手順の違いは圧力鍋メーカ

ーの取扱説明に従ったため。 

７．常圧後に鍋込全体重量、試料・水重量の

計測 

８．サンプル重量を計測後、急速冷却後、冷

凍（写真撮影対象は撮影） 
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調理手順：じゃがいも 

実施日：H28/9/14 

使用品種：男爵 

 

Ⅰ．試料調製 

１．じゃがいもの使用量を計測 

２．さっと洗浄 

３．ペーパータオルで水気をふき取る 

４．皮をむき 1/2に切裁 

５．切裁した、じゃがいもは 1 つの個体を A

群・B群とし、根と頭側を A/B交互になる

ように振り分け 

６．実験単位ごとに一つの群より試料を調整

し、1つの個体（根と頭側両方）が入らな

いように調整する 

７．実験単位に袋に計量、個数を計測（30%

水量：700 g） 

８．試料の 10倍量の水（30%水量：7 L）で水

さらし 5分 

９．ザルであけ、ペーパータオルで水気をふ

き取り袋に入れる 

 

Ⅱ．加熱 

１．鍋に測定条件を設定した温度計を設置す

る（温度測定対象のみ）。 

２．１の鍋を秤に乗せゼロ合わせを行いごぼ

うを入れ、試料+水（30％-910 g）に水を

入れて調整 

３．蓋をし鍋込全体重量を計測 

４．強火（７）で加熱開始（圧力鍋 B のみ初

めの 1分間は中火（５）、その後強火（７）） 

５．沸騰後火を弱め（圧力鍋 A -中火４、圧

力鍋 C -弱火３）それぞれ(10分)加熱継続

する 

６．消火後 

圧力鍋 A：作業台に鍋をおろし自然放置、圧

力が下がった時の時間を記録（ス

トップウォッチ表示） 

圧力鍋 C：水冷を開始時、圧力が下がった時

の時間を記録（ストップウォッチ

表示） 

* 細かな手順の違いは圧力鍋メーカ

ーの取扱説明に従ったため。 

７．常圧後に鍋込全体重量、試料・水重量の

計測 

８．サンプル重量を計測後、急速冷却後、冷

凍（写真撮影対象は撮影） 

 

 

 

 

調理手順：カレー（ルーを加える前まで） 

実施日：H29/1/12-13 

材料： 

品目   量 

豚肉(肩肉)2 cm角切り 3.5 kg 

玉ねぎ   5 kg 

じゅがいも   5 kg 

人参    3 kg 

キャノーラ油  600 g 

 

Ⅰ．試料調製 

１．材料の使用量を計測 

２．さっと洗浄後ペーパータオルで水分ふき

取り 

３．玉ねぎ：2 cmのくし切り、じゃがいも：

半分に切ったものを 6 等分のイチョウ切

り（切裁後さっと水洗いとし水さらしは行

わない）、にんじん：1/4 に切り長辺 2 cm

の乱切り(肉：２ｃｍ角切りを購入) 

４．各材料を容器内で混ぜ、均一化した上で

試料を計量（肉：150 g、玉ねぎ：200 g、

じゃがいも：150 g、にんじん：100 g） 

５．袋に 1 実験毎に野菜を入れる、肉は単独

で袋に入れる 

６．水を 300 g計量する 

７．フライパンに油（12 g）を計量、肉を入

れて炒め前鍋込み重量を計測 

 

Ⅱ．加熱 

１．肉を 2 分間炒めた後、野菜を投入し 3 分

炒める。(中火５) 

２．炒め後フライパン込み重量を計測 

３．鍋に測定条件を設定した温度計を設置す

る（温度測定象のみ）。 

４．2 のフライパン中の炒めた具材をゴムベ

ラで鍋に移し、さらにフライパンに計量し

た水を投入して残った炒め具材をゴムベ

ラで落としながら鍋に入れ蓋をし、煮込み

加熱前鍋込み重量を計測 

５．強火（７）で加熱開始 

６．沸騰後火を弱め（中火４）それぞれ(10

分）加熱継続する 

７．消火後 

圧力鍋 A：作業台に鍋をおろし自然放置、圧

力が下がった時の時間を記録（ス

トップウォッチ表示） 

８．常圧後に鍋込全体重量の計測 

９．サンプル重量を計測後、急速冷却後、冷

凍（写真撮影対象は撮影） 
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表２−２ 各種調理器具と圧力条件における野菜調理品中のアクリルアミド濃度（n=4） 
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１．沸騰後１０分間加熱したごぼう水煮のアクリルアミド濃度（表２−２、ごぼう水煮） 

結果： 146 kPaG(128℃)の高圧条件では 5 µg/kg 以上の分析定量値が得られた（ごぼ

う水煮：⑬〜⑮）。95 kPaG（119℃）以下の条件では検出限界未満（＜2 µg/kg）

または定量下限未満（＜5 µg/kg）であった（ごぼう水煮：①〜⑧）。高温となる圧

力調理は、モデル条件においてアクリルアミドの生成量に増加の影響を与え得るこ

とが明らかとなった。 

高圧条件（146 kPaG）では、水分量の異なる３つの条件（⑬：蒸し、⑭：30%、⑮：

100%）を設定した。いずれの条件でも調理後のごぼうのアクリルアミド濃度は 10 

µg/kg 程度だった。調理終了時で水分がなくなって焦げたり乾いたりすることはなかっ

た。煮汁への溶出を考慮して調理前のごぼう重量あたりのアクリルアミド生成量を計

算すると（表２−３）、蒸し条件（⑬）が 30%水分量（⑭）に比べて有意に低かったが

（t 検定、p<0.05）、その差は極めて小さかった。また、他の条件の比較では有意差は

認められなかった。蒸し条件の計算では、蒸し汁に移行したアクリルアミドの分析値

がなく、除外されていることを考慮すれば、これら３条件において、ごぼうの仕込み

量に対するアクリルアミド生成量は互いにほぼ同等と考えられる。玄米炊飯とは異な

り、多水分条件が継続する水煮調理では、熱源に近い鍋肌近傍での影響は顕著ではな

いと考えられた。 

 

表２−３ 煮汁の割合が異なる条件でのアクリルアミド生成量 

 

検出限界（2 µg/kg）未満は 2 µg/kg として計算 
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２．沸騰後の加熱時間が異なる高圧調理によるごぼう水煮のアクリルアミド濃度（表

２−２、ごぼう水煮：⑩、⑪、⑫、⑭） 

結果： 146 kPaG(128℃)の高圧条件で沸騰後の加熱時間が 0 分、2 分、5 分、10 分の

調理品のアクリルアミド分析値を比較したところ、加圧時間が長いほどアクリルア

ミド濃度の増加傾向が認められた。野菜の加圧調理の一般的な調理時間とされる 2

分以下では、すべて定量下限未満（<5 µg/kg）の濃度であり、定量値を与えた 5

分以上の加熱より低かった1。 

前記１で比較した 10 分間の調理時間は、常圧の調理時間に合わせたものである。146 

kPaG(128℃)の高圧条件で、調理器具メーカーが推奨している加圧調理の調理時間は、

10 分間より短いため、本検討を行った。

                                                   
1 定量下限未満の値が多いため、検出力は低下するものの確実な方法として、等分散を仮定

しないノンパラメトリック手法による検定を行なった。Kruskal-Wallis 検定で群間の代表

値に差があることを有意水準 5%で確認した（p=0.0031）。次いで Steel-Dwass 法による多

重比較を行なったところ、群間の差を検出できなかった（有意水準 5%）。0 分と 2 分を同

一群とみなして検定を行なったところ、0分+2分 vs 5分：p=0.013、5分 vs 10分：p=0.035、

0 分+2 分 vs 10 分：p=0.015 となり、危険率 5%で差が認められた。 
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① 水煮：鍋／0 kPaG／100℃／30％／10 分 

 

 
② 水煮：鍋／0 kPaG／100℃／100％／10 分 

 

 
③ 水煮：圧力鍋 C／45 kPaG／110℃／100％／10 分 

 

 
④ 水煮：圧力鍋 C／70 kPaG／115℃／30％／10 分 

 
⑤水煮：圧力鍋 C／70 kPaG／115℃／100％／10 分 

 

 
⑥ 水煮：圧力鍋 A／80 kPaG／117℃／30％／10 分 

 

 
⑦ 水煮：圧力鍋 A／80 kPaG／117℃／100％／10 分 

 

 
⑧ 水煮：圧力鍋 C／95 kPaG／119℃／100％／10 分 
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⑩ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／0 分 

 

 
⑪ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／2 分 

 

⑫ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／5 分 

 

 

⑭ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／10 分 

 

 

⑮ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／100％／10 分 

 

 

⑬ 蒸し：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／10 分 

図２−１ 調理を行なったごぼうの写真。丸数字は表２−２の調理条件と対応。 
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３．沸騰後 10 分間加熱したれんこん水煮のアクリルアミド濃度（表２−２、れんこん

水煮：①、③、⑥、⑨、⑬、⑭） 

結果：146 kPaG(128℃)の高圧条件で 5 µg/kg 以上の分析定量値が得られた（れんこん

水煮：⑬、⑭）。140 kPaG（126℃）以下の条件では検出限界未満（＜2 µg/kg）

または定量下限未満（<5 µg/kg）であった（れんこん水煮：①、③、⑥、⑨）。高

温となる圧力調理は、モデル条件においてアクリルアミドの生成量に増加の影響

を与え得ることが明らかとなった。なお、外れ値が検出されたため、除外して解

釈した1。 

 高圧条件（146 kPaG）では蒸し調理と水分量 30%の２つの条件を設定した。いずれ

の条件でもアクリルアミド濃度は 20〜30 µg/kg 程度だった。ごぼうよりも高い値であ

り、これは、炒め調理でのアクリルアミド濃度がごぼうよりもれんこんが高かったこ

とと符合する。ごぼうのモデル調理と同様に、10 分間の調理時間の設定は、常圧の調

理時間に合わせたもので、推奨される実際の加圧調理時間はより短い。なお、140 kPaG

の圧力鍋において、データロガーによる内部の温度履歴を確認したところ、最高圧に

達した後に熱源出力を弱めて加熱を続けたところ、内部温度が徐々に下がっていた。 

検出された最も高い濃度であっても、30 µg/kg であり、れんこんの炒め調理時に生

成する数値の数百〜数千分の１以下の値であった。 

 

４．沸騰後の加熱時間が異なる高圧調理によるれんこん水煮のアクリルアミド濃度（表

２−２、れんこん水煮：⑪、⑫、⑭） 

結果： 146 kPaG(128℃)の高圧条件で沸騰後の加熱時間が 2 分、5 分、10 分の調理品

のアクリルアミド分析値を比較したところ2、加圧時間が長いほどアクリルミド濃

度の増加傾向が認められた。野菜の加圧調理の一般的な調理時間とされる 2 分以

下は、すべて定量下限未満（<5 µg/kg）の濃度であり、定量値を与えた 5 分以上

の加熱より低かった。 

高圧で加熱時間が長いものほどアクリルアミド濃度が高くなる傾向が認められた。

ただし、市販されている最も高圧タイプの圧力鍋で 5 分以上の加熱条件としないと、

定量下限（5 µg/kg）を上回ることはなかった。また、検出された最も高い濃度であっ

ても、30 µg/kg であり、れんこんの炒め調理時に生成する数値の数百〜数千分の１以

下の値であった。 

                                                   
1 スミルノフ・グラブス検定により⑥の 28 µg/kg（p<0.01）、⑭の N.D.(2 µg/kg として検定、

p<0.025)を除外。試料の取違えの可能性。 

2 外れ値を除外して反復が少なくなり、順位和を用いたノンパラメトリック手法による検定

が困難となったため、検出限界以下の分析値を 2 µg/kg として、一元配置分散分析と Tukey

の多重検定により確認。 
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① 水煮：鍋／0 kPaG／100℃／30％／10 分 

 
③ 水煮：圧力鍋 C／45 kPaG／110℃／30％／10 分 

 
⑥ 水煮：圧力鍋 A／80 kPaG／117℃／30％／10 分 

 
⑨ 水煮：圧力鍋 B／140 kPaG／126℃／30％／10 分 

 
⑪ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／2 分 

 
⑫ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／5 分 

 
⑬ 蒸し：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／10 分 

 
⑭ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／10 分 

 

図２−２ 調理を行なったれんこんの写真。丸数字は表２−２の調理条件と対応。 
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５．じゃがいもの圧力鍋調理（表２−２、じゃがいも水煮） 

結果：検討した全ての条件において検出限界未満（<2 µg/kg）または定量下限未満（<5 

µg/kg）であった。 

 
① 水煮：鍋／0 kPaG／100℃／30％／10 分 

 
③ 水煮：圧力鍋 C／45 kPaG／110℃／30％／10 分 

 
⑥ 水煮：圧力鍋 A／80 kPaG／117℃／30％／10 分 

 
⑨ 水煮：圧力鍋 B／140 kPaG／126℃／30％／10 分 

 
⑪ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／2 分 

 
⑫ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／5 分 

 
⑬ 蒸し：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／10 分 

 
⑭ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／30％／10 分 

図２−３ 調理を行なったじゃがいもの写真。丸数字は表２−２の調理条件と対応。 
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【工程表②】 

小課題１の結果では、供試した野菜の加圧調理において、加圧調理の影響が認めら

れたものの、炒め調理のようなアクリルアミドの顕著な生成は見られなかった。小課

題２のモデル調理では、野菜の加圧調理の候補として、カレー（シチュー）とラタト

ゥイユを検討したが、上記の結果から加圧調理工程におけるアクリルアミドの生成量

はいずれも非常に小さくなることが予想された。そのため、摂食量の多いカレーにつ

いて、最も高い圧力（146 kPaG）と低い圧力（80 kPaG）、常圧（0 kPaG）の３水準

を設定し、炒め工程でのサンプリングも行なって、調理中のアクリルアミド生成にお

ける圧力調理工程のみの寄与が明確になるように計画して実施することとした。 
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【工程表③】 

１．カレー（ルー投入前の加圧による煮込みまで）の圧力鍋調理（表２−２、カレー） 

結果：市販されている最も高圧タイプの圧力鍋で最高圧で 10 分加熱した後に、最大 8 

µg/kg の生成が認められた。 

煮込み前の炒めの調理工程では、農水省のリーフレットを参考にアクリルアミド低

減条件を設定1して調理した結果、炒め上がり段階でのアクリルアミド濃度は検出限界

未満（<2 µg/kg）だった。したがって、煮込み工程の加圧調理で生成したアクリルアミ

ドの寄与が大きいことが示唆された。 

 

   

① 炒め：フライパン／0 kPaG／100℃／0％／0 分     ⑥ 水煮：圧力鍋 A／80 kPaG／117℃／50％／10 分 

 

   

① 水煮：鍋／0 kPaG／100℃／50％／10 分         ⑭ 水煮：圧力鍋 A／146 kPaG／128℃／50％／10 分 

 

図２−４ カレーのルーを加える前までの調理を行なった写真。丸数字は表２−２の調理条件と対

応。 

                                                   
1 弱い火力で短時間の炒め条件を考慮し、予熱なしの中火（700 W、IH ヒーター使用、100 

V, 1400 W の製品の 7 段階の火力の 5 番目）で肉を 2 分間炒めた後、同じ出力のまま野菜

を加えてよく攪拌しながらさらに 3 分炒めた。同じ食材でより強い炒め条件で調理した場

合との比較は行なっていない。 
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野菜の圧力鍋調理におけるアクリルアミド低減対策について 

本中課題の野菜等1の検討において、5 µg/kg（本中課題で実施した分析の定量下限）

以上の濃度でアクリルアミドが検出された調理品は、いずれも最高圧（146 kPaG）で

5 分以上の加熱・加圧を行っていた。次の 2 点を考慮すれば、通常の家庭内における野

菜の加圧加熱調理であれば、アクリルアミドの生成は 2 µg/kg（本中課題で実施した分

析の検出限界）未満か、多くても 5 µg/kg 未満に収まるものと見られる。 

① 圧力鍋メーカーの取扱説明や参考レシピによると、野菜調理の推奨加熱時間は、

最高圧力到達後、ほとんどの品目で２分以下であること 

② 本課題で選んだ品目は、過去の炒め調理での試験結果で高濃度のアクリルアミ

ドが生成した品目であること（表１−８） 

肉などの長時間の加圧加熱を要する食材と一緒に調理する場合には、その食材の標

準的な加圧時間よりも長くなることもあり得るものの、アクリルアミドを多く生成する

食材が組み合わされる調理品に限れば、そのような調理頻度は低いものと考えられる。 

上述の検討から、野菜類の家庭での加圧調理では、炒め調理に比べてアクリルアミ

ドはほとんど生成しないか、低い濃度に留まるため、加圧調理を避けるなどの特段の対

応は必要ないと結論される。そのため、工程表③で計画した調理条件の違いによる食味

評価と低減助言の検討は実施しなかった。また、積極的な低減助言には当たらないが、

調理器具の説明書や参考レシピ等に従って、 

1) 加圧調理をする際は調理時間を長くしすぎない、 

2) 適宜、低い設定圧力を選択して使用する、 

ことが、アクリルアミド生成の低減に有効であり、また、光熱量の節約や食材の風味

を損なわないという観点からも取り組みやすく理にかなったものと考えられる。 

 

３）成果目標に対する達成状況 

炊飯以外の食品として、炒め調理時にアクリルアミドを相対的に多く生成する野菜

について検討し、加圧下の調理がアクリルアミドの生成に及ぼす影響を分析・評価す

ることができ、成果目標を達成した。 

 

５ 研究成果の発表（主要な論文、取得した（申請中）の特許等を記述） 

  別紙の（３）～（８）のとおり 

 

６ 目的の達成に当たっての現時点での問題点等 

本課題の全ての目標を達成した。 

                                                   
1 ごぼう、れんこん、じゃがいも、カレー（ルーを加える前まで：じゃがいも、玉ねぎ、人

参） 
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