
食品中のアクリルアミドの
安全性が問題視された経緯

＊内閣府食品安全委員会ファクトシート： 『加工食品中のアクリルアミドについて』より抜粋

2002年4月、スウェーデン政府は、ストックホルム大学と共同で
行った研究の結果、ジャガイモのようなデンプンなどの炭水化物
を多く含む食材を高温で加熱した食品に、遺伝毒性及び発がん
性が懸念される化学物質である「アクリルアミド」が生成されると
いうことを発表しました。

その後、世界各国で研究が進み、高温により食品中のアミノ酸
の一種であるアスパラギンがブドウ糖、果糖などの還元糖と反応
してアクリルアミドへ変化することが明らかになっています。
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食品中のアクリルアミドは主に
還元糖と遊離アスパラギンから生成される



アクリルアミドの毒性等のリスクはどれくらいですか
（厚生労働省ホームページより）

アクリルアミドは、日本では劇物に指定されています。また、国際がん研究
機関（IARC：International Agency for Research on Cancer）による発がん

性分類において、アクリルアミドは、人に対しておそらく発がん性があるものと
して分類されています。

工業界等において使用される場合、アクリルアミドに曝された作業者等に考
えられる影響は以下のとおりです。
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1 人に対して発がん性がある たばこの喫煙、アルコール飲料、カドミウム、ヒ素、アスベス
ト、ベンゼン、ホルムアルデヒド、アフラトキシン等113種

2A 人に対しておそらく発がん性
がある

グリシドール、アクリルアミド、PCB、ニトロソジエチルアミン
、ディーゼルエンジンの排ガス等66種

2B 人に対して発がん性を示す
可能性がある

フラン、コーヒー、漬物、わらび、ガソリンエンジンの排ガス
等285種

3 人に対する発がん性につい
ては分類できない

コレステロール、お茶、オイゲノール、サッカリン、原油等
505種

4 人に対して恐らく発がん性
がない

カプロラクタム1種

参考：IARC発がん性リスク一覧⇒ ja.wikipedia.org/wiki/IARC発がん性リスク一覧（2014年4月16日現在）

アクリルアミドはIARCにより
グループ２Ａに分類されています
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アクリルアミドの動物試験による
リスク評価（JECFA,2011）
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食品中のアクリルアミド：ヒト疫学調査
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コーデックス委員会は、食品中のア
クリルアミド濃度低減を2009年に勧
告しています。

それに基づいて、ＥＣは食品中のア
クリルアミド指標値を2012年に発表
しました（2013年の改訂が左の表３）

日本も、農水省と食品業界が協力し、
2013年にアクリルアミド濃度低減策
のガイドラインを発表、2002年の問
題発覚以来、すでに60%~70%のア
クリルアミド低減を実現した。
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ピーマン さつまいも かぼちゃ たまねぎ

じゃがいも もやし アスパラガス キャベツ

にんにく ほうれんそう なす にんじん

440 60 120 210 

620 2210 1790 70 

2090 260 trace trace
AAm
(ppb)

加熱調理した野菜中のアクリルアミド含有量

石原克之等 (2009) 日本農芸化学会 2009.3.28.より
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奈良一寛等 (2008) 日本調理科学会 2008.8.29.より

菓子類の抗酸化活性



本論文で関澤先生は、従来の動物試験によるリスク評価の限界とその結果を提示
することの問題点を提起され、WHOで長年検討してこられた動物とヒトの生物学的
差異や同等性を考慮した新しいリスク評価の手法を提唱されている。

化学物質の毒性評価をする際に、動物試験のデータとヒトでの摂取量をもとに暴露
マージン（MOE）を求めるというやり方が既存のリスク評価手法だが、関澤先生に
よると本来動物試験のデータをヒトへ適用する際に、その作用様式（MOA：Mode 
of Action）などの違いを考慮しなければ、ヒトでの健康リスクの評価を誤る可能性
があると指摘されている。



遺伝毒性／発がん性の
エポキシド代謝物

グルタチオン抱合による
解毒代謝物



△： GAMM（エポキシド代謝物）●： AAMA-SO（GSH抱合代謝物）

human

human

rat

rat

E.K. Kopp, W. Dekant / Toxicology and Applied Pharmacology 235 (2009) 135–142

ヒトとラットでのアクリルアミド代謝の比較
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私たちは大小の発がんリスクの山の中にいる。
いつのまにか「どんぐりの背比べ」に
なっていないか？
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＊これはあくまでイメージです



Ames, Bruce N. (1983) Science 221, 1256-1263



The Dose Makes Poison
（毒か安全かは量で決まる）

～パラケルスス（1533）～




