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（エコナ油）にグリシドール脂肪酸エステルが、他

1．はじめに

の食用油に比べ多く含まれていることを見出し、直

2009 年 3 月にドイツのリスク評価機関（BfR）
は、世界で初めて食用油にグリシドール脂肪酸エス

ちに厚生労働省へ届け出た。そして、内閣府食品安
全委員会において、安全性の審議が始まった。

テルが含まれていることを公表した。グリシドー

本稿では、BfR および食品安全委員会が示したグ

ル脂肪酸エステルには、安全性が懸念される報告

ルシドール脂肪酸エステルの 3 つの必要な取り組

はないものの、グリシドールには発がん性を示す

み、分析法の開発、低減策、安全性研究について最

報告がある。論点は、グルシドール脂肪酸エステ

新の情報を記す。

ルを摂取した場合に、消化の過程で加水分解をう
けて、グリシドールが生成することで安全性上の

2．分析法の動向

問題が生じないかにある。両物質の構造を図 1 に

2009 年当時、グリシドール脂肪酸エステルは、

示 し た。BfR は、 イ ニ シ ャ ル ア セ ス メ ン ト（BfR

。
食用油中に新たに見つかった微量成分である（図 1）

Opinion No.007/2009）

1,2）

の中で、①グリシドー

ル脂肪酸エステルの分析方法の確立、②安全性試

グリシドール脂肪酸エステル

験の実施、③事業者は ALARA の原則（As Low As

Reasonable Achievable: 合理的に達成可能な限り
H2 C O

なく低く）に従いグリシドール脂肪酸エステルを低
減することの 3 つを示した。

HC

その後、日本において、2009 年 6 月に花王は、

H2 C

特定保健用食品であったエコナクッキングオイル
東京都墨田区文花 2-1-3
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このため標準の分析法がなく、いかなる研究を進め

が開発した本方法 3） は、世界に先駆けた直接定量

るにも正確な定量分析法が必要であり、これを確立

分析方法であり、改良が加えられた後に 4,5）、AOCS

することが急務であった。分析法の研究は、当時、

と JOCS が合同で実施した標準化するためのリン

ドイツのグループが積極的に開発を進める間接分析

グ試験（9 か国、24 試験機関が参加）に用いられ

法と、日本油化学会（JOCS）および米国油化学会

た。その結果、精度や再現性が確認され、AOCS

（AOCS）が進める直接分析法の 2 つが提案された。

と JOCS が Joint して開発した方法であることを

AOCS の Process Contaminant の専門家会議にお

示す AOCS/JOCS Cd 28-10 が 2010 年に AOCS の

いて活発な議論が行われ、その結果、下記のように

Official method として収載され 6）、日本油化学会

AOCS と JOCS が共同で、LC-MS を用いる直接分析

においても基準油脂分析試験法「2.4.13-2013 グ

法を標準化することでリング試験が実施された。

リシドール脂肪酸エステル（高速液体クロマトグラ

直 接 分 析 法 と は、 食 用 油 に 含 ま れ る C16 か ら

フィー質量分析法）」として登録された 7）。

C18 の主要な脂肪酸からなる 5 種類のグリシドー

最近になって、より簡便に測定できる間接分析法

ル脂肪酸エステルを標準物質として用い、検量線

の開発も進んでいる。間接法は、共存する 3-モノ

から油脂中の含量を定量する方法である。分析に

クロロプロパンジオール脂肪酸エステル（3-MCPD

は、LC-MS を用いて、直接、食用油中に含まれグ

脂肪酸エステル）も同時に測定する方法が開発さ

リシドール脂肪酸エステルを定量する。定量性を保

れている。すなわち、グリシドール脂肪酸エステ

つには、サンプルとして用いる食用油に含まれる

ルの分子内エポキサイドを臭素で処理することで

mono-, di- および tri-glyceride を除去することが

モノブロモプロパンジオール（MBPD）を生成させ、

課題であり、順層と逆層のシリカゲルカラムを用い、

共存する MCPD と分けて定量する方法である。現

前処理をすることが必要であった。Masukawa ら

在では、表 1 に示すように 3 つの方法が AOCS の

表 1 グリシドール脂肪酸エステルの分析法
公定法番号

分析対象

AOCS/JOCS Official
Method Cd 28-10 日
本油化学会基準油脂
分 析 試 験 法「2.4.132013 グリシドール脂
肪酸エステル」

グリシドール脂肪
酸エステル

AOCS Official Method
Cd 29a-13

グリシドール脂
肪酸エステル,
3-MCPD 脂肪酸エ
ス テ ル , 2-MCPD
脂肪酸エステル

間接分析法

グリシドール脂
肪酸エステル,
3-MCPD 脂肪酸エ
ス テ ル , 2-MCPD
脂肪酸エステル

間接分析法

グリシドール脂
肪酸エステル,
3-MCPD 脂 肪 酸
エステル

間接分析法

AOCS Official Method
Cd 29b-13

AOCS Official Method
Cd 29c-13

特徴
直接分析法
①固相抽出で GE 画分を分取
②５種類の脂肪酸エステル種 ( パルミチン酸、ステアリン酸、オレ
イン酸、リノール酸、リノレン酸）を標準物質として LC-MS にて
定量
①試料を Br 塩含有溶液で処理し、GE を MBrPD エステルに変換の後、
②弱酸条件でエステルを加水分解して遊離体に変換
③遊離 3-MBrPD(GE 由来 ), 3-MCPD, 2-MCPD を誘導化して GS-MS
で定量
①試料を弱アルカリ条件でエステルを加水分解して遊離体に変換
② Br 塩含有溶液で遊離グリシドールを 3-MBrPD に変換
③遊離 3-MBrPD(GE 由来 ), 3-MCPD, 2-MCPD を誘導化して GS-MS
で定量
①試料を弱アルカリ条件でエステルを加水分解して遊離体に変換
② Cl 含有溶液 (Assay-A: グリシドールを 3-MCPD に変換 ) 及び Cl
を含まない溶液 (Assay-B) で処理
③遊離体を誘導化して GS-MS で定量。GE を Assay-A と B の差分で、
3-MCPD を Assay-B で定量
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全委員会にて審議が続いている 15-17）。先にも記し

Official method として登録されている。
このほかにも、TOF-MS を用いてグリシドール

たように、グリシドール脂肪酸エステルを摂取した

脂肪酸エステルも 3-MCPD 脂肪酸エステルも同時

場合に、消化の過程でグリシドールが生成され、安

に測定する方法

8）

や LC-MS/MS 法

9）

などが検討さ

れている。

全性上の懸念が生じないかが課題である。そこで、
グリシドール脂肪酸エステルを摂取した場合の遺伝
毒性と体内動態のデータが優先的に評価された。遺

3. 低減化策

伝毒性に関しては、Ames 試験、in vitro 染色体異

最近の研究から食用油製造の過程で、どのような

常試験、in vivo 小核試験が実施され、すでに報告

メカニズムでグリシドール脂肪酸エステルが生成さ

されている 15）。体内動態研究においては、グリシ

れるのかがわかってきた。グリシドール脂肪酸エス

ドール脂肪酸エステル投与後に、血漿中にグルシ

テルは、部分グリセリドを高温で加熱すると生成し

ドール脂肪酸エステルは検出されなかった。一方、

やすくなる

10-12）

。この知見から、グリシドール脂

肪酸エステルを発生させない取り組みとしては、と

グリシドールは血漿中に検出されたが、動物種差が
あることが明らかとなった 16）。

くに脱臭時の温度をコントロールすることが重要と

さらに、最新の体内動態研究として注目されてい

なる。一方、発生してしまったグリシドール脂肪酸

るヒトヘモグロビンアダクトを測定する研究が報告

エステルを除去する報告もあり、フライ油の再生剤

された 18-20）。近年、欧州を中心に、化学物質の曝

に除去効果のあるものが見出されている 13）。さら

露評価に用いられる方法であり、食品中のアクリル

に、Shimizu らは、白土処理によるグリシドール

アミドのヒトへの実質上の曝露量が議論されている。

脂肪酸エステルの除去を報告している

14）

。

今回、グリシドール脂肪酸エステルを摂取した場合

グリシドール脂肪酸エステルは、その発生メカ

に、それが体内でグリシドールに分解され、その結

ニズムが明らかになりつつある。一方で、3-MCPD

果、生体がどの程度グリシドールに曝露されている

脂肪酸エステルは、その発生メカニズムがいまだ不

かを知る有効な手段として、ヘモグロビンアダクト

明な点が多いため、低減化技術の開発が容易でない

試験を実施した。すなわち、2009 年当時、グリシ

ことが油脂産業界の課題となっている。

ドール脂肪酸エステルが含まれていたエコナを摂取
した場合に、生体内でグリシドールに曝露されてい

4. 安全性研究の動向

たのかを検証する研究である。図 2 にヘモグロビ

2009 年 6 月にエコナ油にグリシドール脂肪酸エ

ンアダクトの概略を示す。ヒトの赤血球は 120 日

ステルが含まれていることがわかって以来、食品安

程度の長い寿命を持つことから、ヘモグロビンアダ

・化学物質がヘモグロビン（赤血球中のタンパク質）に結合したもの

GC-MS/MS

・化学物質が血液中から排出された後も安定に維持される
（ヘモグロビンの寿命：ヒトは約

120 日）

・化学物質の蓄積した曝露レベル
を高感度に検出可能

PFPTH

（誘導体化試薬）
エドマン分解
アセチル化

Acetylated PFPTH
diHOPrVal
OH

Val

赤血球

ヘモグロビン

NH

OH

ヘモグロビンアダクト
グリシドール

図 2 ヘモグロビンアダクトの検出方法
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クト量を測定すると、採血時から遡って 4 ヶ月間

the quantification of glycidol fatty acid esters in

に曝露された化学物質量を反映する感度の高い解析

edible oils, J. Oleo Sci., 59, 81-88（2010）
4）Masukawa Y. et al., Generalized method to

が可能となる。

quantify glycidol fatty acid esters in edible oils, J.

本田らは、グリシドール脂肪酸エステルを含ん

Am. Oil Chem. Soc., 88, 15-21（2010）

でいたジアシルグリセロール（DAG 油、エコナ油）
の摂取者と非摂取者のグリシドールのヘモグロビン

5）Shiro H. et al., Direct method for quantification of

アダクト（G アダクト）の量を測定し、グリシドー

glycidol fatty acid esters in edible oils, Eur. J. Lipid

ルの曝露量を評価した

18,19）

Sci. Technol., 113, 356-360（2011）

。その結果、DAG 油摂

取者の G アダクト量は非摂取者と比較して増加し

6）Join AOCS/JOCS official method Cd28-10 Glycidyl

ておらず、非摂取者においても一定量の G アダク

fatty acid esters in edible oils at http://search.

トが検出された。この結果は、DAG 油の摂取に由

aocs.org/methods/search_methods_view_method.

来するグリシドールの実質的な曝露はなかったこと

cfm?method=cd28_
7）桂木能久 , 河合滋 , 木船信行 , グリシドール脂肪酸

示唆する結果であった。

エステルの直接分析法の開発 , オレオサイエンス ,

さらに、花王では、グリシドール脂肪酸エステル

12, 573-581（2012）

を含んだ DAG 油において、発がん試験を含む 12

8）Haines T. et al., Direct determination of MCPD

種類の世界標準とされる安全性試験を実施しており
問題は認められていない

21）

fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in

。

vegetable oils by LC-TOFMS, J. Am. Oil Chem.

5. おわりに

Soc., 88, 1-14（2011）

2009 年に、これまで知られていなかったグリシ

9）MacMahon S et al., Occurrence of 3-MCPD and

ドール脂肪酸エステルが食用油に見つかった。安全

glycidyl esters in edible oils in the United States,

性が懸念されるグリシドールに曝露される可能性が

Food Addit Contam. A, 30, 2081-92（2013）

あることから、世界的な関心事となり、本稿に示す

10）Shimizu M. et al., Generation of 3-monochloro-

3 つの研究が活発になされた。日本では、エコナ油

1,2-propanediol and related materials from tri-,

の一件以来、5 年間にわたり食品安全委員会がグリ

di-, and monoolein at deodorization temperature,

シドール脂肪酸エステルの安全性評価を継続してい

Eur. J. Lipid Sci. Technol., 114, 1268-1273（2012）

る。グリシドール脂肪酸エステルを含んだエコナ油

11）Destaillats, F. et al., Glycidyl esters in refined palm

に関する数多くの安全性試験の結果や本稿で紹介し

（Elaeis guineensis）oil and related fractions. Part

た最近のグリシドール脂肪酸エステルの安全性試験

I: Formation mechanism, Food Chem., 131, 1391-

の結果、そして健康被害が報告されていない事実を

1398（2012）

踏まえて、早期の審議の結着が待たれるところであ

12）Craft, B.D. et al., Glycidyl esters in refined palm
（Elaeis guineensis）oil and related fractions.

る。
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