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クロロプロパノール類とは 

• 元々食品に含まれる成分から、食品の製造工程
で、意図しないにも関わらず副産物として生成す
る有害化学物質 

• 1990年代後半以降、中国・東南アジアから欧州

に輸出された調味料から高濃度に検出され、世
界的に注目された 

• 代表的なクロロプロパノール： 
3-クロロプロパン-1,2-ジオール（3-MCPD） 
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• 「酸加水分解(植物性）たんぱく」と呼ばれる調味料の製造工
程で、油脂（原料由来）と塩酸が反応して非意図的に生成 

• 液体の酸加水分解たんぱくを我が国では「アミノ酸液」と呼称 

 

食品中のクロロプロパノール類の生成 
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塩酸 
（HCｌ） 

植物性たんぱく 
（脱脂大豆、小麦グルテン等） アミノ酸液 ＋ 

加水分解、中和、精製 

非意図的に生成！ 

TAG 
（トリアシルグリセロール） 

3-MCPD 



アミノ酸液について 
• 脱脂加工大豆、小麦グルテン、コーンミールなどの植物
性原料を塩酸（HCl）で処理し、炭酸ナトリウムなどで中
和して製造されるアミノ酸主体の液体調味料 

• 混合醸造方式及び混合方式のしょうゆ製造の際に使用
（最大で50％混合） 

• しょうゆ以外では、つゆ、ソース類、漬物、スープ、総菜
などに使用（1～10%混合） 
 

※酵素分解・発酵分解で製造した加水分解たんぱくにはク
ロロプロパノール類は含まれない（ただし、酸加水分解
たんぱくよりも風味がやや劣る） 
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3-MCPDの健康影響 
（JECFAによる評価（2001, 2006）） 

• ラットを用いた長期毒性試験で、腎臓への悪影響（尿
細管の過形成）を確認 

• 暫定最大一日耐容摂取量（PMTDI）= 2 μg/kg 体重/日 
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※暫定最大一日耐容摂取量（PMTDI）とは、ヒトがある物質を一定量生

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、
健康に悪影響が現れないと推定される一日当たりの摂取量。 
汚染物質の場合、毒性評価に必要なデータを全て入手することが事
実上困難であることから、通常、耐容量に「暫定」という語をつける。 



リスク管理の初期作業 

• 国際的な関心の高まりから、農林水産省は、関連す
る情報の収集を開始（リスクプロファイルの作成） 

• その結果、国内の食品の安全性を証明できる、科学
的なデータ・情報が不足していることが判明 
– 食品中の含有濃度やその分布 
– 食品に由来するクロロプロパノール類の摂取量 
– 食品に由来する健康リスクの程度 
– 食品汚染を防止・低減するための方法・手段 

6 

→ 含有実態調査に着手 



食品中の3-MCPD含有実態調査 

• 目的 
– 食品中にどれくらいの濃度で含まれているかを調査 
– 食品からどれくらいの量を摂取しているか推定 

• 対象食品 
– しょうゆ（本醸造、混合醸造、混合の各方式） 
– アミノ酸液（しょうゆ事業者の自家調製品を含む） 

• 分析法 
– 妥当性が確認された分析法を採用 
– 信頼性を客観的に保証できる精度管理の下で実施 

• 実施時期 
– 平成16～18年度 
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しょうゆの3-MCPD濃度 

しょうゆ 試料 
点数 

LOQ 
未満 

3-MCPD濃度（mg/kg） 
最小値 最大値 平均値 中央値 

本醸造方式 104 93 <0.004      0.008      0.003 - 
混合醸造・混
合方式 120 1 <0.004      7.8      0.21 0.016 

• 本醸造方式のしょうゆはほとんどがLOQ未満 
• 混合醸造・混合方式のしょうゆのほぼすべてに含有 

– このうちの約9割は0.1 mg/kg以下と低い濃度 
– 3-MCPD濃度が高いしょうゆは、ごく一部（数点）のみ
であり、自家調製アミノ酸液を使用という特徴 
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定量限界（LOQ）= 0.004 mg/kg 



アミノ酸液の3-MCPD濃度① 

アミノ酸液 
[ｱﾙｶﾘ処理] 

試料 
点数 

LOQ 
未満 

3-MCPD濃度（mg/kg） 

最小値 最大値 平均値 中央値 

処理あり 179 0    0.004      0.30    0.056    0.050 

処理なし 59 0    0.010    57  10     3.2  

• アミノ酸液の製造工程でのアルカリ処理の有無によって
試料を2種類に分類して解析 
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※アルカリ処理：植物性たんぱくを酸で処理した後、アルカ
リを過剰に加えてpHをアルカリ性にし、3-MCPDを分解す
る工程 

 

定量限界（LOQ）= 0.004 mg/kg 



アミノ酸液の3-MCPD濃度② 

• 「アルカリ処理あり」は「アルカリ処理なし」と比較して著
しく低い濃度 

→アルカリ処理をしたアミノ酸液の使用を徹底することで、
安全性の高いしょうゆの製造が可能 
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平成16年度の含有実態調査データ 
に基づく3-MCPD摂取量の推定 

• しょうゆの嗜好性に応じて３つのシナリオを設定 
• 日本人の平均的なしょうゆ摂取量（17 g/日）に基づき算出 
シナリオ① 様々な種類のしょうゆを平均的に摂取 
 3-MCPD摂取量：0.002 μg/kg体重/日 
 → 暫定最大一日耐容摂取量の0.1% 
シナリオ② 混合醸造・混合方式のしょうゆだけを摂取 
 3-MCPD摂取量：0.005 μg/kg体重/日 
 →暫定最大一日耐容摂取量の0.25% 
シナリオ③ 特定の製品だけを摂取 
 濃度が極端に高い混合醸造・混合方式のしょうゆを摂取した

場合では、暫定最大一日耐容摂取量を超過 

11 （再掲）暫定最大一日耐容摂取量：2.0 μg/kg体重/日 



含有実態調査から得られたデータに基づく 
予備的な健康リスクの推定（当時） 

• 本醸造方式のしょうゆを摂取する場合には、健康リ
スクは無視できる 

• 濃度が高い特定の製品を毎日摂取した場合には、
健康被害が発生する可能性あり 

結論： 
しょうゆを摂取することによる健康リスクは低いが、特定の
製品だけをとり続けると健康リスクが無視できない可能性 
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食品からの3-MCPD摂取量の推定 

• 目的 
– 食品全体からの平均的な3-MCPD摂取量を推定 
– しょうゆ以外に3-MCPD摂取量の寄与率が高い食品の特定 

• 方法 
– トータルダイエットスタディ（マーケットバスケット方式） 
全国から様々な市販食品を網羅的に購入し、食品群ごとに混合
した試料を作成し、3-MCPD濃度を測定 

食品群ごとに、国民健康・栄養調査（厚生労働省）から得られた
平均摂取量に基づき、3-MCPD摂取量を推定 

• 実施時期 
– 平成17～19年度 

13 



食品からの3-MCPDの推定摂取量 

食品群 
食品群 

平均摂取量 
(g/日） 

3-MCPD濃度 
分析値
(mg/kg) 

3-MCPD濃度
(mg/kg） 

3-MCPD一日摂取量 
(μg/kg体重/日) 

下限値 上限値 下限値 寄与率 上限値 寄与率 

穀類 460.5 <0.002 0  0.002  0  0%    0.017   20% 

いも類 62.5 <0.003 0  0.003  0  0%    0.0034  4% 

豆類 58.9 <0.003 0  0.003  0  0%    0.0033  4% 

種実類 2.3 <0.002 0  0.002  0  0%    0.0001  0% 

野菜類 269.7 <0.003 0  0.003  0  0%    0.015  17% 

魚介類 88.3 0.010  0.010  0.010  0.016  44%    0.016 19% 

肉類 77.5 <0.002 0  0.002  0  0%    0.0029  3% 

乳類 168.5 <0.002 0  0.002  0  0%    0.0062 7% 

油脂類 10.9 <0.002 0  0.002  0  0%    0.0004  0% 

菓子類 26.5 <0.003 0  0.003  0  0%    0.0015 2% 

調味料・ 
香辛料類 

87.5 0.013 0.013  0.013  0.021  56%    0.021  24% 

 3-MCPD一日摂取量（食品群合計） 
（μg/kg体重/日） 

0.037  100%    0.087  100% 
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※日本人の平均体重を54 kgとして一日摂取量を算出 

（再掲）暫定最大一日耐容摂取量：2.0 μg/kg体重/日 



食品からの3-MCPDの推定摂取量に基づく 
予備的な健康リスクの推定（当時） 

• 3-MCPDを含んでいる可能性が高い食品群は、魚
介類と調味料類 

• その他の食品群に微量の3-MCPDが含まれている
と仮定しても、食生活全体からの平均的な3-MCPD
摂取量は暫定最大一日耐容摂取量と比較して5％
未満 

結論： 
主な食品からの摂取源は調味料類と魚類と推定されるが、
平均的な食生活では健康リスクは十分に低い 
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リスク管理措置の検討 

【検討した項目】 
• 対策による低減効果の程度 
• 中小事業者の実行可能性 
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事業者が、自らの製造の実情に合わせて、以下のいずれ
かの対策をとること 
• アミノ酸液を自家調製する場合は、アルカリ処理を実施 
• 自家調製での対応が困難な場合は、3-MCPD濃度が低

いアミノ酸液を調味料製造事業者から購入 

• 風味への影響 
• 国際的な動向  …etc 

3-MCPD濃度が低いアミノ酸液を使用すると、混合醸造方式で
も、混合方式でも、 3-MCPD濃度が低いしょうゆを製造可能 

ポイント 

決定した低減対策 



リスク管理措置の実施 

• アミノ酸液の製造工程において、アルカリ処理等の
安全性向上措置の実施を推進するため、関係者に
対してアミノ酸液及びアミノ酸液を使用したしょうゆの
クロロプロパノール類の低減対策を徹底するよう文
書を発出（平成20年6月、平成24年10月） 

 
• アミノ酸液を使用したしょうゆの主要産地（全国3カ
所）で、事業者を対象に、技術指導と意見交換を兼
ねた説明会を関係団体と連携して実施 
（平成20年7月～10月） 
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リスク管理措置の 
有効性検証のための調査 

• 目的 
– 低減対策実施前と実施後の3-MCPD濃度の比較 
– 事業者の取組状況の確認（アンケート調査） 

• 対象食品 
– 過去の調査時にアミノ酸液を自家調製していたしょうゆ
事業者のアミノ酸液及びしょうゆ 

• 実施時期 
– 平成21年度、平成23年度 
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有効性検証のための調査結果（アミノ酸液） 

食品 調査
年度 

試料
点数 

LOQ
未満 

3-MCPD濃度（mg/kg） 

最小値 最大値 平均値 中央値 

アミノ酸液 

H18 81 0 0.009   57     6.6     2.2 

H21 48 0 0.017   10     1.3     0.14 

H23 44 0 0.009     5.0     0.67     0.070 
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定量限界（LOQ）= 0.004 mg/kg 
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図 アミノ酸液中の3-MCPD濃度の相対度数分布図（H18, 21, 23年度） 
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有効性検証のための調査結果（しょうゆ） 

食品 調査
年度 

試料
点数 

LOQ
未満 

3-MCPD濃度（mg/kg） 

最小値 最大値 平均値 中央値 

しょうゆ 

H18 54 0 0.010   20     2.2     0.83 

H21 55 0 0.009     4.6     0.49     0.069 

H23 55 0 0.008     3.4     0.45     0.087 
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定量限界（LOQ）= 0.004 mg/kg 

図 しょうゆ中の3-MCPD濃度の相対度数分布図（H18, 21, 23年度） 
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リスク管理措置の有効性の検証結果 
– 高濃度のしょうゆの割合が大きく減少し、低濃度             

（0.4 mg/kg未満）の割合が増加 
– 特定の製品だけを摂取する場合を想定しても、しょうゆから

の3-MCPD摂取量は暫定最大一日耐容摂取量未満 
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• しょうゆ製造工程での安全性向上対策による、クロロ
プロパノール低減の有効性を確認 

• 引き続き、関連業界と連携して安全性向上のための取
組みを推進 



例えば・・・ 
• 日本が提供したアルカリ処理を含む、アミノ酸液の製造法及び工

程管理による3-MCPD低減の有効性に関する情報は、Codexが策
定した「3-MCPD低減のための実施規範」の重要な要素 

• 日本が提供したしょうゆ中のクロロプロパノール類濃度のデータに
基づき、3-MCPDのCodex基準値が策定 
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国際的な食品の安全性向上への貢献 

• 農林水産省は、調査研究で得られたデータなど、科
学に基づき、食品の安全性向上に努めています。 

• それらのデータを活用して、国際的な指針や基準
値の策定にも貢献しています。 



今後の調査・研究について 

• 食用油脂等中の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把握するた
めの調査 
 

• 3-MCPD脂肪酸エステル及びグリシドール脂肪酸エ
ステル濃度の間接分析及び直接分析による比較 
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さらに食品中のクロロプロパノール類について知りたい方は、
農林水産省消費・安全局のウェブページをご参照下さい。 
 
 ○農林水産省HP 
   →組織・政策 
    →消費・安全 
     →食品中のクロロプロパノール類に関する情報 

（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/c_propanol/index.html） 

END 
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