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Ⅴ 標準物質の作製と頒布

１．茶葉のアクリルアミド

1.　はじめに
　アクリルアミドはC3H5NOの分子式をもつ分子量71.08，CAS No. 79 ̶06 ̶1の化
学物質であり，工業製品の原料として年間６万トン程度が内需向けに生産されて
いる1）。そのため，環境を汚染する化学物質として排出や移動の監視，環境から
人体への暴露という観点から調査，研究がなされてきた2）。ところが，2002年に
なってスウェーデンから加熱加工食品中のアクリルアミドの存在が発表されると
状況は一変した3, 4）。各国の追調査結果により，アクリルアミドの人体への暴露
径路として，食品からの径路が最大である事が明白となったためである。化学物
質によるハザードのリスク管理では，科学データである分析値は情報の伝達や対
策等のさまざまな場面で意思決定の論拠となるものであり，数値の信頼性，妥当
性を客観的に説明できることが大切である。そのためには，分析を行う試験所は
第三者の主催する技能試験への参加と継続的な内部精度管理を行うことが望まし
い。食品分析の内部精度管理では，同じマトリクスで分析値が特性値として担保
された組成標準物質を利用することが非常に有効であるが，多様化する分析ニー
ズに標準物質の供給が追いついていないのが現状である。食品総合研究所では，
主に日本やアジアを中心に製造・消費される食品について，アクリルアミドの特
性値をもつ標準物質を開発中である。本稿では現在取り組んでいる茶葉をマトリ
クスとした組成標準物質について現状を述べる。

2.　茶のアクリルアミド
　加熱加工食品中のアクリルアミドは，加熱前に含まれていたアミノ酸（主にア
スパラギン）と糖（主に還元糖と呼ばれるグルコース，フルクトース）が高温で
アミノカルボニル反応を起こすことで生成する。生の茶葉は糖とアミノ酸を含ん
でいるため，高温加熱によりアクリルアミドを生成する要因を備えているが，特
にほうじ茶は，170℃以上の高温で焙煎するため，乾燥茶葉中に，数百µg/kgと
いう濃度でアクリルアミドを含んでおり，中には500µg/kgを超える分析値を示
す製品もある5）。浸出液としてのアクリルアミド濃度は数十分の１程度に薄まる
ものの，香りを生かした低刺激性の無糖飲料として多飲されているため，分析値
はリスク評価のための基礎データとして重要である。
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3.　製造方法
　食品総合研究所で採用しているほうじ茶をマトリクスとした標準試料の製造方
法を以下に順を追って記述するが，工程の見直しを絶えず行っているため，今後，
改良のため変更が加えられる可能性がある。

3.1　工程図
　アクリルアミド標準物質生産のための工程図6）を図１に示す。
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図１　ほうじ茶標準試料の製造工程
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3.2　原材料
　ほうじ茶は，原材料の特性によって焙煎後のアクリルアミドの生成濃度が数百
～数千µg/kgの大きな範囲で変動する。望みの濃度範囲の標準物質を製造するに
は，人為的に純品のアクリルアミドを添加・混合して標準物質とすることも可能
であるが，1.低水分含量のため添加後の均一化が困難，2.工程数の増加と本来の
製茶工程との解離，3.添加段階によっては外注困難な工程の発生，などの問題点
がある。また，抽出操作時のアナライトの挙動や実サンプルにおけるアクリルア
ミド濃度に応じたマトリクスの違いなどを正しく反映した物とならないため，可
能な限り避けることが望ましい。
　ほうじ茶のアクリルアミド濃度は，原料茶葉中のアミノ酸（アスパラギン）濃
度が高くなることで，大きく上昇することがわかっており，収穫後の貯蔵が要因
であることも突き止められている7）。そこで，茶畑と製茶設備を備えた試験研究
機関である野菜・茶業研究所を協力機関として，収穫後の貯蔵条件を指定して荒
茶を製造してもらい，この荒茶を原料として製茶工場で焙煎することで，アクリ
ルアミド濃度範囲が数段階に異なる原料ほうじ茶を入手している。

3.3　粉砕
　超遠心粉砕機（Retch社，ZM200,１mmメッシュ，14000rpm）により粉砕して
いる。粉砕中の過熱を押さえるため，粉砕機への試料供給は振動式の自動供給装
置（Retch社，PT100）を使用して少量ずつ一定速度で行うとともに，粉砕物を
サイクロン付き捕集器へ導いて熱がこもらないようにしている。ふるい分けは行
っていない。装置側の粉砕条件を一定にしても，原料によって粉砕程度は異なる
ため，粉砕物の粒度分布を参考データとして測定している。ただし，ロット間の
粒度分布の違いは実用上差し支えないと考えられるため，生産時の品質管理項目
には含めない予定である。

3.4　縮分装置による分配
　粉砕物を大きなビニール袋の中にいれ，上下返しながら全体を混合した後，回
転縮分機（Retch社，DR100）を用いて１個あたり約30ｇずつ均等に分配している。

3.5　均一性確認試験
　出来上がった標準物質候補の均一性については，ランダムに選んだ10個の試
料から２回ずつ反復分析した後，一元配置分散分析で判定している8）。

3.6　安定性確認試験
　均一性の確認された試料は，一定期間経過後，乱数を用いてランダムに選んだ
３本以上から２回ずつサンプリングし，得られた分析値の平均を均一性確認時の
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平均値と比較することで安定性を判定している9）。

3.7　分析方法
　５ｇの試料に内標準としてアクリルアミド̶d3を添加し，水抽出液を固相抽出
カートリッジで精製したものを臭素化物へ誘導体化し，酢酸エチルで抽出，濃縮
後，GC ̶MSで分析している10, 11）。

4.　認証値設定への取り組み
　食品中のアクリルアミドは，食材中の還元糖とアミノ酸（アスパラギン）が高
温加熱でメイラード反応を起こすことで生じている。この反応は大変複雑で，ア
クリルアミド以外の化学物質も多く生成する。そのため，対象物中のアクリルア
ミドを分析物，それ以外をマトリクスと考えれば，加熱によって分析物とマトリ
クスが同時に生成していると言える。このことから，アクリルアミドを含まない
ブランクマトリクスを得る事は不可能である。また，マトリクス中にアクリルア
ミドの生成要因となる糖やアミノ酸が残存しているため，分析のための抽出操作
において，新たにアクリルアミドが生成してくることも考えられる。また，注意
深い分析操作においても，分解してアクリルアミドを生じる不安定な未知の前駆
化合物が分析値へバイアスを与えることも否定できない。このような抽出過程で
生じたアクリルアミドは，分析機器の検出器で異なる物質として区別する事は不
可能である。しかし，現時点で知り得ることのできるアクリルアミドに関する知
見が十分考慮された上で，技能試験や添加回収試験等から十分な妥当性が期待さ
れる分析方法から得られた複数の測定値なら，互いの測定値がある不確かさの範
囲内で一致するとみてよいだろう。このような考え方は，国際的にも妥当性があ
ると認められており，室間共同試験による分析値から妥当な値として認証値を決
定することができる12）。その場合，先に述べたような真値とのずれの可能性につ
いて使用者が判断できるようデータを開示し，使用条件等の形で認証書へ要約す
る必要があろう。

5.　標準物質頒布にかかる法的状況について
　冒頭に述べたようにアクリルアミドは大量生産される工業化学薬品であること
から，さまざまな法的な管理が求められている。物質そのものの持つ有害性，有
毒性以外にも，環境汚染防止や労働者の安全管理など，主な法規として次のよう
なものがある。
　　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（化学物質管理促進法（化管法 ,PRTR法））
　　毒物及び劇物取締法
　　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
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　　労働安全衛生法
　アクリルアミドはいずれにも該当するが，食品をマトリクスとする組成標準物
質の場合，濃度規定から除外されるケースとそうでないケースがあるので実際の
頒布にあたってはその時点での法的状況を政令まで確認しておく必要がある。法
令の適用を受ける場合，各種表示や情報伝達のための文書の添付が必要となる。
このような表示や文書について現在，国際的な統一の動きがあり，国内法も準拠
しつつあることに注意しておきたい13）。

6.　おわりに
　本稿執筆時点で，ISO GUIDE34に基づく文書の整備と認証値を得るための室
間共同試験を行っていないため，製造した標準物質の用途は，所内における分析
法の開発・改良と内部精度管理に限られている。今後，複数ラボによる分析値の
取得が課題である。

（食品分析研究領域　状態分析ユニット　小野　裕嗣）
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