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i技箭報告 i

食馬j識の加熱によって生じる有害アjレデとド4-hydroxy四 2E目 nonenal

およびその類縁化合物4-hydroxy-2E-hexenalの定量分析

箭田浩士，亀山員自

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合排究所

Quantitative analysis of 4・hydroxy酬 2E-nonenal

and 4附 hydroxy幽 2E寸lexenalin heated cooking oil 

Hiroshi Yada and Mayumi Ohnishi-Kameyama 

National Food R巴searchInstitute (NFRI)， National Agriculture and Food Research Or・ganization(NARO) 
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A cytotoxic aldehyde， 4叩hydroxy-2E-non巴nal(4即日NE)，is formed by lipid peroxidation in cells. ln order to investi-

gate formation of 4-HNE and the related aldehyde， 4-hydroxy-2E凶hexenal(4-HHE) in cooking oil， we developed a quan-

titative analytical method for the aldehydes using synthesized c¥eut巴riumlabeled aldehydes as the internal standards. The 

cooking oil including internal standards was clean-upped by a cartridge-typ巴 silic，トgelcolumn， anc¥ the hydroxyl groups 

of ふHNEand牛HHEwere derivatizec¥ to trimethylsilyl ether for the GC/MS measurement. Commercial cooking oils 

were heatec¥ and analyzed using the developec¥ isotope-dilution method.ふHNElevels increas巴daccording to heating time. 

and the final concentrations diffi巴redabout five times among analyzec¥ cooking oils. In the oil repeatedly used by tempura 

cooking， 4-HNE increased following the rise of peroxid己 value(POV) in the first several lIse， and then its concentration 

reached a plateau. 

Keyworc¥s : 4同 hydroxy司 2E→lonenal(4-HNE)，ふhyc¥roxy伺 2E叩 hexenal(4羽日記)，内部標準法， GC/MS，定量分析

緒言

近年，加熱加工・調理によって食品中にヒトに対し

て有害な化合物が生成することが報告さ.れている.加

熱加工食品に含まれるアクリルアミドは， 2002年にス

ウェーデン政府が炭水化物を多く含む食材を焼いた

り，妙めたり，揚げたりして製造した食品にアクリル

アミドが含有されていると発表したことから広く知ら

れるようになり，現在でも世界的に大きな関心を集め

ている1¥ アクリルアミドj立、外にも，缶詰や瓶詰等の

密閉状態で加熱殺認された食品中のフラン引や燥製

食品等に含まれる多環芳香族化合物 (PAHs)等川}は，

ヒトへの縫康影響が懸念され，食品中の濃度が調べら

れている.

多価不飽和脂H方援由来の過酸化)j旨賓が分解して生成
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する4-hydroxy-2E-nonenal(4-HNE，図 1)は，変異原性

および*11りiJæ. ~J三位:を有することが知られており生体

内における疾病関連シグナル物質として脱時貿由来4-

HNE について数多くの研究がある~)そのふHNE が大

豆油でジャガイモを拐げるという通常の調理で生成す

ることが， 2004年にミネソタ大学の S巴ppan巴nらによ

り出告pされた. <<~I二i摂 11}( した4-HNE のヒトの1~HtUこ

対する彩特については，有害性を示す濃度を含めてま

だ明らかにされていないが，健康影響のリスクが生じ

る可能性があることから，我が|主lでも天ぷら等の調理Il

における4-HNEの生成の有無や濃度について制べる

ことにした. 11-6系の多制II不飽和脂肪酸から生じるふ

HNEに力11え， DHAや EPAなどの 11-3系の多1i11I不飽和

脂肪i唆の限イヒによって生じる牛hydroxy-2E-h巴xenal(4-

HHE) も4-HNEと阿様の作用を有することが示唆さ

れている υことから， 4-HHE もìJl~lË対象とした.

Seppanenらは試l4iJlIに含まれるふHNEおよび類似

構造を持つアルデヒドを2，4-ジニトロフェニルヒドラ

ジン (DNPH)誘導付三化して}i1111¥し， TLCによる縮製

の後に紫外可視吸光度を指標とする HPLCで分析し

ているにまた，純国の SurhとKwonは水で}lllIBして

逆キ11前処理カラムで引i製してからトリメチルシリル

(TMS) 誘導体として GC!MS により外主|市~=hLMjt法で、

定公分析して， illi および市販の食品に含まれるふ

HNE，4-HHEの濃度を調べているヘ筆者らは4-HNE，4

HHEを定註分析するにあたり， I~I 的成分を他成分と

十分分離することとIiII収率の 1~-3~l:~:~ を i詰小 i浪にすること

を I~I 指し，安定同{立付えで 1~}~~ r1設した内 WI~ i~!{ J~~t を用いて

TMS誘導体を GC!MSで定 iit分析する方法を開発し

た.この方法をmいて ilJ販の食JiJilliを加熱した場合の

4-HNE，十HHEìl~U文と，繰り返し天ぶられli を使用し

たi訟のふHNE，4-HHE濃度と 1111の劣化指標を調べた

ので，ここに報告する.

実験材料及び方法

(1) 4-HNE. 4司 HHEの分析方法

i )重水素標識化4-HNE.4-HHEの合成

2，3-'H，-4-HNEは文献記載の方法(ilに従って化学合

成した(悶 2).プロピオルアルデヒドジエチルアセ

タール 1 (東京化成工業製)とエチルマグネシウムブ

ロマイド(13%THF溶液，東京化成工業:製)の反応

により調製したグリニヤ試薬 2をヘキサナール(関東

化学製)と反応させて， 4-ヒドロキシー2ノニナールジ

エチルアセタール 3を得た. 3の三重結合を重水素化

OH 

グ7
H 

4-HNE 。

図 1. 有害アルデヒド4・HNE，4・HHEの化学構造
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盟 2. 2，3-2H2斗 HNEの合成経路

リチウムアルミニウム(和光純薬製)でトランス二重

結合にj塁元し，垂水により反応を停止ーして， トランス

二重結合に垂水素が導入された 4を得た. 4を5%塩

酸 メタノール 1=1130分間室i鼠で撹排してアセタールを

加水分解し，シリカゲル60(ナカライ製)によるカラ

ムクロマトグラフィー(溶出溶媒30%酢酸エチル，/Jト

ヘキサン)で、精製して， 2，3-'H，-4句 HNEを86.5mg得

た(ブロピオルアルデヒドジ、エチルアセタール 1から

のJlx.!'i壬は44%). 

2，3-'H，-4-HHEの化学合成は， 2， 3-~ 託，-4-HNE と河

本Jiの方法で、行った.すなわち，グリニヤ試薬 2をプロ

パナール(東京化成工業製)と反応させてιヒドロキ

シ悶2-ヘキシナールジエチルアセタールを得て，以下

問様に三重結合のトランス二重結合への還元と重水素

の導入，アセタールの加水分解を行って， 2，3-'H，-4-

HHEを73.1mg得た(プロピオルアルデヒドジエチ

ルアセタール Iからの収率は11%1. 

合成した2，3-'H2-4-HNEおよび2，3-'IL-4-HHEの

I:JC_NMR は以下の通り (2，3-'I-I，-4-HNE :ぶ 14.0(C-

9)， 22.5 (じ8)，24.9 (C-7). 31.6 (C-6)， 36.4 (C-
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OTMS 

ぷグ
村

4-HNE 
157 0 

初1
113 1~ 士15 200 

全的

回3‘ 4-HNEおよび2，3-2H2イ品NEのマススベクトル

m々

5)， 71.0 (C-4)， 130.2 (C-2)， 158.9 (C-3)， 193.8 

(C-j)) ; 2，3-2H2-4-HHE:O
C 9.5 (じ6)，29.5 (C-

5)， 72.2 (C四 4)，130.5 (C之)， 158.1 (C帽 3)，193.6 

(Cぺ))であり，それぞれ期待する構造を有すること

を確認した.オレフイン炭素のシグナルが重水素との

カップリングにより分裂していることから，重水素標

識導入位置を 2， 3位と;確認した.さらに， 2，3-2Hz-

4-HHEおよび2，3-'H2-4-HNEをすMS誘導体化(後述)

して GC/MSで分析したところ，それぞれ市販の4-

HHE，ふHNEのTMS誘導体と保持時間が完全に一致

した. 9.2分に検出された2，3周 2H2-4抗日EのTMS誘導

体は m/z188， 13. 2分に検出された2，3_2耳2-4抗 NEの

TMS誘導イ本はm.々 230に分子イオンピークを与えた.

また，両者のマススベクトルには m/z159に強度の大

きいフラグメントイオンが観測された.これはすMS

化ふヒドロキシー2-アルケナールのC-4-C与問が開裂し

たイオンにキ目当し， そのm.η/々之 f車は手非ドt票i詰詰哉~f水のフラグメ

ントイオンよりも 2大きカか、つた(関 3に4ふ凶HNEおよ

ぴ2，3_2託

GCI爪M犯Sでで、の選千択尺イオンモニ夕リンクグお (SIM) により，

合成した2，3-2H2-4-HHEおよび2，3-2H，-4-HNEが非襟

識1*と区別して;j:#t出できることから，これらをふ

HHE， 4-HNEの定量分析の内部標準として利用可能

であることが判明した.

ii )油試料の前処理法

前処理では， 1111試料O.5~1 gを正確に秤量して内

部標準 (2，3-'耳2-4-HHEおよび2，3-2H，-4-HNE) を各

1μgと， 10 mLのi容出溶媒A (4 %酢酸エチルノ"/1-ヘ

キサン(酸化防止斉Ijとして100μMのブチルヒドロキ

シトルエン (BHT) を含む))を添加して十分にj容解

し，あらかじめ6mLのかヘキサンで王子衡化しておい

たシリカゲル前処理カラム (Sep-PakPlus Silica (シリ

カゲル充填量690mg)， Waters製)に負荷した.シリ

カゲル前処理カラムを16mLの溶出溶媒A，次いで

1 mLの溶出溶媒B (20 %酢駿エチル Iトヘキザン

(100 ~t抗の BHT を含む))で洗浄し， 9 mLの溶出

溶媒Bで4-HNE，4-HHEを溶IJ:¥した. ?ff 1J:l液の溶接:

を ìl~!王留去し， 100 ~L の詐酸エチル(100 ~lM の BHT

を含む)に再溶解後， 100 flLのN，O-bis (trimethylsilyj) 

trifluoroac巴tamide(BSTFA，ジーエルサイエンス製)

を加え， 85
0

Cで10分反志させて4-HNE，4-HHEをすMS

誘導体化した.反応液を放冷後，酢酸エチル(100μM

のBHTを含む)を加えて全量;を1mLとして，GCIMS 

の分析試;jE3jとした.

iii) GC/MS による定量分析法

TMS誘導体化したふHNE，4-HHE は，以下に示す

条件で GC/MS分析を行った.

装置:QP5000 (島津製作所製)，カラム:DB伺 5MS(ア
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4-HNE 

: j'HT"*e~ク
m々 157

日付T由来ピーク

4-HHE(IS) 

士JL， m々 159一人一一一一一----.J¥
10 20 min 

図 4. 180'Cで60分加熱したサラダ油の選択イオンクロマトグラム

ジレント製)， 30 111 X 0.25 mm (i.cU， 0.25 .U111 ()j英

昭)，気化主ili，¥.)文:200 'c，カラムillil.皮:50 'c (2 min)ー

10
0

C mirト220'c (5 m日1)，インターフェースiiii皮:

240 'c，注入方法:スプリットレス注入， 1J入iii::

1 ~lL ， MS: EI (70 eV)，検H'，: SIM 11I!こ 157(ター

ゲット)， m!ご159 (内i'iI日.~~~J'~í，;) . 

1-HHE は9.2min付近，ふHNEは13.2min付近に

i#IJ'，され，他のピークと|づJ'"tこう.l'1)Jlfした (1ヌ14). 

iv)検量隷

検ii111jlの作成には，内部標準各1~lg に対して -rli 似

のふHI-IE(Cayman Ch巴micalCompany製)および4-HNE

(Cayman Chemical Company製)をそれぞれ0.5，3.0， 

10. 0 ~lg ì示力"したど'V~iV:;試料ならびに4-HHE ， 4-HNEを

添加lしなし叶}y{_;¥f:ワ式す'.'1をJJ:Jし、た. m!ご159に検出される

非際世のふHHEおよび4-HNEの11I!ご 157のフラグメン

トイオンの!日H丘科三ピークの;β特を1:)1'1注するため，炭素

とケイ京の同位体存在¥IWfr(':CO.10 %)， '''Si(4. 67 %)， 

:"Si (3.10 %))に悲づき非抗日i'&化合物のピーク比を

157 : 159 = 1 : 0.0402 と t~(IIU して ， 1111こ157Ti1I和 059 

HiIお 1571i1I:fti x O. 0402)の組と保冷試料の4-HNE，4-

HHEì:r.~力"iii:から検=lit iÍ;Jjt を作!主した.

v)添加回収試験

添加JiljJ以試験は，低濃度の4-HNE，4-HHEを含む

11111 gに対してふHHEをO.2 ~lg ， 4-HNEをO.3 ~lg ì;f;~ 

加した試 ~4 3，1立を分析して求めたふHHEおよび4

HNEの法度からぷ力rlilkに対する UllJ民社を計t~: して

求めた.

(2)食用油の加熱処理及び調理によって生成する

4-HNE， 4-HHE 

i)食用油の加熱処理

rli 1阪の111110種類について，パイアル瓶 (22mL容)

に11119mLを力"え，栓をせずにアルミブロック '11180Oc 
で30分および60分加熱した.力IJ熱完|投は 3述で行い，

か"~:洪後 1111 を主 iihi まで jJ'i. 冷した後. 4-HNE. 4-HHEを

分析した.

ii)夫ぷら調理による油の繰り返し使用と油に含まれ

る4目 HN巳 4-HトlE

サラダ1111(大豆1111と菜説11liの調合計11) を繰り返し天

ぷら制却に使JIJし，生成する4-HNE，ふHHEの変化

を司I'Jべた.天ぷらHI司王IJ!には，市販の 1H調理f!器 (KZ-

PHS :パナソニック製)と 1HfJ司王rH#i手対応の天ぷら鍋

(KZ-TT2 (1 L容t[;.:) パナソニック製)を用いた.

オ(JHkで、i:itったジャガイモ500g を )5i1~ きのまま 8 mm 

h互にスライスし.ilT版の7ミぷら粉 (1昭和l天ぷら粉:11日

午11産業製) 100 gに対して水道水160mLを加えて調

製した衣をつけた.天ぷら司，\j~mは IH 訪]J:IJl#ifの1111揚げ

機能により地皮を180'cに設定し， 11111000 gが180
0

C

になってから衣をつけたジャガイモを1illに投入して行

った. 1111 の iiii皮をゥ主にfAiてるようにìl~U主計で確五五し

ながら 1IITIにジャガ、イモを 5-8枚ずつ，全量を 4恒i

に分けて投入し，投入開始から制~IH終了までは約45分

とした.調理後は1111がi有えるまで 111%'間程!支放置し，

1111の -l!t:!$をサンプリングした後， 1 Lのビーカーに入

れてアルミ箔で覆い遮光して室杭で次1mの調理まで保

存した.次回の剖翌日では， 1111が1000gになるように

新しい1111を約150g 注ぎ足して，同様の手JIINで行った.

この天ぷら調理11は独立した 2連の実験で1611::1f日i，15 

回にわたり 11liを繰り返し{史刑した.

繰り j与し使用した11liについて， 4-HNE. 4-HHEに

加えて劣化指標として過酸化物価 (POV)と礎化 (AV)

を，いずれも日本1111化学会制定の基準1111脂分析試験
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表 1舗市頭の油を加熱した欝のふHN巳 4・HHE濃度

サラ

特定1!lHl主剤食品(B1)キ nd 2.92 (6. 7) 5.07 (1.8) nd 0.23 (5.6) 

符JE保健用食品 (B2)慾 <0.19 2.89 (3. 7) 5.52 (3.7J nd 0.23(3.2) 0.34 (2. 2) 

特定保健}羽食品(お 3) nd 5.53(7.6) 9.94 (5.3) <0.04 0.33 (2.5) 0.49 (4.2) 

特定保健m食品(B4)必 nd 2.87 (9.0) 5.08 (3.8) nd 0.57 (2. 8) 0.82 (0.2) 

特定{!j'，飽用食品(B5) nd 2.79 (23.5) 4.14 (3.8) nd 0.19 <l3. 7J 0.27U.6) 

去さ穏iflJ nd 2.2705.2) 4.59 (9.8) nd 0.55 (4.6) 0.820.8) 

栄養機能食品(裟磁iflf十ビタミン E)ネ nd 1. 98 (1.1) 3.11 (8.5) nd 0.44 (]. 9) 0.69 (5.7) 

*1警機能食品(紅花iUJ+ビタミン E)* nd 5.06 (4.7) 8.80 (9.3) nd <0.04 0.06 (1.2) 

<0.19 10. 4) 14.96 (4.3) nd <0.04 0.05 (7.2) 

ネ:ビタミン芯を含むifll， nd: not detect. 力 IJ然実験は 3 迷で実施した "I~ :li]{i'む

法山により測定した.

実験結果および考察

(1)分析方法の評傭

加熱したおIJに生成する11技量のふHNE，ふHHEを治j

感度で定量分析するためには，食m71llに多量に存在す

る低様性爽部主成分のトリグリセリドをi除去ーする必要が

あった.そこで前処理において，シリカゲル前処理カ

ラムに4-HNE，4-HHEを選択的に保持させて爽雑成

分を可能なi浪りi容11¥，徐去した.また，精度の高い定

を行えるよう，重水素標識化4-HNE，4-HHEを合

成し，内部標準として池試料に一定量添加して前処理

操作を行った，爽雑成分を除去した後にふHNE，4-HHE

をシリカゲ、ル前処理カラムから溶H¥L， TMS誘導体

化して GC/MSにより定量分析ーした.

i )犠嚢線

一連の分析試料の前後に分析した標準溶液4点

(ターゲット/内部擦準の範囲は 0-10に相当し，泊0.5

gを処理した場合ではか20mglkgに相当)より検量

報を作成し， 4-HHE，ふHNE共に 1"は0.9999以上であ

った.

ii )定量限界と添加回収試験

開発した定量分析法により抵濃度の4羽 NE，ふHl誌

を含む油について繰り返し分析(n口 8)を実施した.

標準偏差から推定した検出i浪界 (LOD) はふHHEで

0.01 mg/kg，ふHNEで0.06mg/kgであり，定量;限界

(LOQ) は，ふHHEで0.04mg/kg， 4-HNEで0.19mg 

Ikgであった.

添加関)1又試験(添加量:71111 gに対して，ふHHE

0.2μg， 4羽 NE 0.3開)の結果，回収率は4-HHEで

88 %， 91 %， 93 %，ふHNEで89%， 109 %， 91 % 

であり.いずれも 85~110 %の範閤に入り良好であっ

た.

(2)金調油の加熱処理及び調理によって生成する4-

トINε，4・HHE

開発した方法を用いて， ii5販の食用71hを加熱した場

合と繰り返し天ぷらi!11を使用したi訟のふHNE，4抗日E

濃度を分析した.繰り返し使用した天ぷら7111について

は， 劣化指標として POVとAVについても測定した.

i )金用油の加熱処理

表 1にilil授の油10種類を180
0

Cで30分および60分加

熱した路の4-HNE，4-HHEの濃度を示した.それぞ

れの拙において，加熱時間に応じて4-HNE，ふHHE

の濃授が増加し， 7[11の種類によってふHNE濃度には

5倍率'Ef交の去があった.加熱によりふHNE濃度が大

きく増加した泊は，大豆油を使用した特定保縫用食品

B 3，サラダ7111，綿実irlJの 3点で、あった.サラダ7[!1は

大豆油と菜種油の調合1111であることから，大立111¥，

種7111および綿実油に注話して， 4-HNEや4抗日Eの由

来となる Fト6系ならびに 11-3系多知li不飽和脂J])j酸の量

を比較した.五訂増宇ili日本食品標準成分表脂肪酸成分

によると， 7r111 00 g ':1こiのn-6系多1illi不飽和脂肪酸

の量は，大豆油では49.67g，綿実油では53.51gで

あり，菜種7111(18.59 g) よりも多かった.従って，

n-6系不能和脂肪酸の含有:置はふHNEの生成量に

すると考えられた. 一方， 7lU100 g ~I~ の 11-3系多側不

飽和指fl五般の量は，菜穂iUI(7.52g)よりも大立irli(6.1 

g) と綿実油 (0.34g)の方が少なかった. 4抗 HE

の生成査は綿実i[hでは低く，菜韓71Hと特定保健用食品

B4で高かった.4-HHEは，分析した全ての111Iでふ
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図5. 繰り返し天ぷら調理に使用したサラダ油の4-HNE，4-HHE，過酸化物価 (POV)，酸舗 (AV)

サラダiJIJ1000g (180"C)でジャガイモ500gの天ぷら調理j[を繰り返した.使用後のサラダulJは遮光案ii量保存し，次回使

用H寺に約150gの米使用サラダiJIJをi主ぎilllした。分析1il'i'ま2速で災施したilllの平均を示した.

がて頭打ちとなりほぼ→定のfrむを示したが， 4-HHE 

は;頭打ちとなった後に減少傾向が認められた.これは，

分子量が小さい4-HHEがお!i発や他成分との反応によ

って失われている可能性や，合有;:設の少ない 11-3系多

倒不飽和脂肪設が酸化により減少したこと等が考えら

れた.今回iの結果からは， 4-HNE， 4-HHEの増加を

より寸史的なi!llの劣化指標である POVや AVで評価

することは困難であると考えられた.

4-HNEおよび4-HHEを経口摂取した|奈の体内動態

や反応性に W，j する情報が!!!~いため，今 ITII 得られたふ

HNE， 4-HHEのilllI1二!の濃度がヒトの{建主主に与える1j与

については不明である. SurhらはJjrtit問の大人が植

物illl(未加熱)，魚介類(未加熱)および油揚げ食品

から 1日に摂取する4-HNEと4-HHEの合計を16.1 ~tg 

と推定している本報告でirlJを12回繰り返し使用し

た場合， ー食の天ぷらから摂取するifl!の量を約10g 

とすると，ふHNEと4抗日Eの合計摂1[;(量は150~tg 程

度となり， Surhらの報告した 1日摂取量の10倍程度

であった.

HNEに比べて{止法度であったが， 11-3系多1I11i不飽和脂

肪酸の合手と4-HHEの生成にはi'lll持があると考

えられた. 4-HNEおよび4-HHEが多価不飽和脂肪援

の過酸化指質ーから生成することから，ビタミン Eなど

の抗駿化剤を含む食)刊誌lでは4-HNEやふHHEの生成

f止が低くなることがj羽侍された. しかしながら，ビタ

ミン E添加が明示されている拙において添加沼牟は示さ

れておらず，今回の分析結果からビタミン E添加とふ

ふHHE濃度の問に明確な関連性は認められなHNE， 

かった.

高守

泊の加熱によって生成する有害アルデヒド， 4-

HN払ふHHEを安定i可{立{本で際識した内部標準;;;:-JIj

いて定:i辻分析する方法を開発した.この方法を出いて，

要

Seppanenらが大豆illlを185
0

Cで 11時間加熱した設の

ふHNEは2.27mg/kg，ιHHE は0.40mg/kgであり，

表lのサラダilll(大豆油+菜韓illj)と比べると低い値

であった10¥ この原因は不明であるが，加熱条件(Sep-

panenらは5Lのお11をステンレス製のディープフライ

ヤーで加熱)や分析j去の違いが影響している可能性が

考えられた.

ii )天ぷら調理による油の練り返し使用と油に含まれ

る4時 HNE，4-HHE 

サラダilllを使用開始から161El問，訪問繰り返し天

ぷら前理に使用して， 4同日NE，4抗日Eに加えて POV

とAVを測定した結果をl'g]5に示す. 4-HNE，ιHHE 

は繰り返し使用の初期に POVのヒ昇に遅れて増加し

ているカf，これはふHNE，4-HHEが過酸化脂質の分

解により生成することと一致している. 4-HNEはや



様々な食用組1を加熱した際に生成するふHNE，4-HHE 

量を調べた.その結果， 4-HNEもふHHEも加熱時間

に応じて増加した.油の種類によりιHNEの生成量

は5倍程度の差があり ，n-6系多侃i不飽和脂肪酸の含

有量の影響が大きいと考えられた.サラダ拙を操り返

し天ぷら諦理に使用した場合には， 4句 HNE，4-HHE 

共に繰り返し使用の初期に povの上昇に遅れて増加

した.その後， 4-HNEはやがて頭打ちとなりほぼ一

定の植を示したが，ふHHEは減少した.
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