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振とう抽出法による放射線照射した食肉およびサーモンにおけるるアルキルシクロブタノン類の検知

［報文］

振とう抽出法による放射線照射した食肉および
サーモンにおける 2・アルキルシクロブタノン類の検知
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亀谷宏美 2），等々力節子 2），松田りえ子！），手島玲子！）
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by Shaking E油 ・action
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Summary 

2-dodecylcyclobutanone (DCB) and 2ーte回 decylcyclobutanoneσCB)are specific radiolytic products in irradiated 

lipid-containing food and can be used to detect irradiation of foodstuffs. Here, we evaluated a rapid shaking extraction 

me世iodto detect irradiation in beef, pork, chicken and salmon. The amounts of DCB and TCB extracted by the shaking ex-

凶 ctionmethod were 77-121% of出oseby the conventional So油letex仕actionme白odin irradiated meats and salmon.百ie

selected ion-mode chromatograms of DCB and 1℃B obtained from both ex甘actionswere visually inspected, but showed no 

significant differences. These results suggest仕iatthe shaking ex仕actionmethod achieved similar extraction efficiencies 

for DCB and TCBぬtheSoxhlet ex甘・actionmethod. Finally, we used the shaking ex仕actionmethod to detect irradiation 

in beef, pork, chicken and salmon irradiated at 0.5 kGy or 1 kGy. All of the no任irradiatedsamples were judged negative 

and all of the irradiated samples were judged positive. Overall, our results indicate也atthe shaking ex仕actionis a useful 

method for ex甘actingDCB and I℃B企ommeats and salmon.τbe main advantage of this method is the short ex甘action

time (approximately 1 h），仕ierebyallowing rapid detection of irradiated meats and salmon. 

Key words: Irradiated food, 2-dodecylcyclobu句none,2-tetradecylcyclobutanone, European standard EN1785, Shal也lg

ex仕actionmethod 

キーワード：放射線照射食品， 2－ドデシルシクロブタノン， 2・テトラデシルシクロブタノン，ヨーロッパ標準規格法，

EN1785，振とう抽出法
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はじめに

日本国内では馬鈴薯の発芽抑制を目的とした場合

を除き，食品への放射線照射（以下，照射）は食品

衛生法により禁止されている。しかし，諸外国では

殺虫・殺菌などを目的に食品への照射が認められて

おり，照射された食品（照射食品）が日本に誤って

輸入される恐れがある。照射食品を輸入した場合は，

食品衛生法 11条違反として取り扱われるため，輸

入食品を対象に照射の有無を監視する必要がある。

照射の有無を判別する検知法として，囲内では熱

ルミネッセンス法，アルキルシクロブタノン（ACB)

法，および電子スピン共鳴法が公定法として通知

されている I)。このうち， ACB法は食品中の脂質

から照射特異的に生じる 2－ドデシルシクロブタノン

(DCB）と 2－テトラデシルシクロブタノン（τ℃B)

を検知指標として照射の有無を判定する方法であ

る。 DCBおよびTCBの前駆体となる脂肪酸はパル

ミチン酸およびステアリン酸であることから，これ

らの脂肪酸を含む食品がACB法の適用対象となる。

通知にはACB法の一例として，欧州標準規格とし

て採用されている標準分析法（EN1785)2lが記載さ

れている。本法では， ACB類の標準的な抽出法と

してソックスレー抽出が示されているが， 6時間程

度の長時間を要する欠点がある。また，高速溶媒抽

出装置 3），超臨界抽出装置判），および高速万能ホモ

ジナイザー 7）による ACB類の抽出も報告されてい

るが，特殊な装置が必要となる。一方，振とう抽出

法は特殊な装置を必要とせず，簡便で迅速に ACB

類の抽出操作が行える利点がある。近年，ヘキサン

やヘキサンとへプタンの混合液を抽出溶媒に使用し

た振とう抽出法が報告されている 8),9）。しかし，振

とう抽出法による ACB類の抽出効率を種々の食品

について検討した報告は無い。本研究では， ACB

法の迅速・簡便化を目的として，抽出時間の大幅な

短縮が期待される振とう抽出法についてACB類の

抽出効率を評価した。さらに評価した振とう抽出法

を用いたACB法により，通知！）の記載に基づいた

照射の有無の判定が可能であるか検討した。

実験方法

1.試料

牛肉，豚肉，鶏肉，サーモン（各2～3試料）は

東京都内のスーパーマーケットで購入した。照射試

料の作製は，細切均一化した試料をポリエチレン

袋に入れ， ドライアイス存在下で冷凍状態に保ち，

Gamma Cell 220 （回'Coy source, Nordin）により y

線照射した。試料に 0.5kGyあるいは 1kGyを目標

に6oCoのy線を照射した後，－30℃で保存した。試

料に照射した線量はアラニン線量計により測定し，

目標線量のほぼ土 10%の範囲にあることを確認し

た。従って，本研究では目標線量を実際に照射した

線量とみなした。

2.指肪酸の分析

試料に含まれるパルミチン酸およびステアリン酸

の含有量は，栄養表示のための成分分析ωに従っ

て測定した。

3. ソックスレー抽出法による ACB類の分析

通知！）に例示されている方法（EN1785）に従っ

た。試料20gと2倍量の無水硫酸ナトリウムを混

合後，ヘキサンを溶媒に用いてソックスレー抽出

(6時間）を行った。得られた抽出液をヘキサンに

より lOOmLに定容後，無水硫酸ナトリウム 10gを

加えて一晩放置した。抽出液の一部を採取し，溶媒

を留去した後，残留物の重量を測定し，これを脂肪

重量とした。脂肪200mgに相当する抽出液をフロ

リジルカラム（20%含水）に負荷し，ヘキサン 150

mLで洗浄後， 1%ジエチルエーテル／ヘキサン 150

mLにより ACB類を溶出した。溶出液は濃縮乾固後，

内部標準物質である 2－シクロヘキシルシクロヘキ

サノンを含むヘキサン溶液200μLを加え， GC/MS

試験溶液とした。 GC/MS分析には DB・5msカラム

を取り付けた Agilent7890N5975C GC/MSDを使

用した。 SIM測定（定量：m/z98，確認：m/z112) 

により， DCBおよびTCBを内部標準法により定量

した。試験結果は通知に記載されている判定に従い，

照射の有無を判定した。

4. 振とう抽出法による ACB類の分析

試料20gを乳鉢に秤量し，約2倍量の無水硫酸

ナトリウムを加え，よく撹持しながら脱水，粉末

状にした。これを分液ロートに入れ，ヘキサン 150

mLを加え，振とう機を用いて抽出（290rpm, 10 

分）した。上清を抽出液として回収した後，残澄に
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は， ACB類の前駆体となる脂肪酸（パルミチン酸

およびステアリン酸）量に依存する。同種の食品で

も産地や生育条件，さらには個体差等によりこれら

の脂肪酸量が異なることが考えられるため，評価に

当たっては各食品について 2～ 3種類の異なった

4 

Fig. lτbe effect of number of shaking extraction 

cycles on the ex甘actionefficiency of ACB. 
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中m,10分）を行った。抽出液を回収後，残、透にヘ

キサン（50mL）を加え，手動で3回目の抽出（5

回程度振る）を行った。 4回目の振とう抽出を行う

場合は3回目の操作と同様に行った。得られた抽

出液は無水硫酸ナトリウムで脱水した後，減圧濃縮

器によりヘキサンを留去し，ヘキサンを加えて 100

mLに定容した。抽出液の一部を採取し，溶媒を留

去した後，残留物の重量を測定し，これを脂肪重量

とした。脂肪200mgに相当する抽出液を採取し，

前述した EN1785に従いACB類を分析した。 75 
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実験結果および考察

1.振とう抽出法による ACB類の抽出効率

1 kGy照射した豚肉およびサーモンを使用して，

ヘキサンによる振とう抽出の抽出回数を決定した。

振とう抽出操作を 4固まで実施し，照射試料より抽

出された供試料あたりの DCBおよびTCB量をソッ

クスレー抽出の値と比較した（Fig.1）。いずれの試

料でも 3固までの抽出により，当該化合物の抽出量

はソックスレー抽出に対して 88%以上の値となり，

その後，顕著な抽出量の増加は認められなかった。

そのため，振とう抽出回数は3固に決定した。

次に振とう抽出法を， EN1785の適用の妥当性が

確認されている 4種の食品 111 (0.5 kGyあるいは 1

kGy照射）に適用し， DCBおよびTCBの抽出効率

を評価した。食品に含まれる DCBおよびTCB量

Table 1 Concentrations of precursor fatty acids in tested meats and salmon. 

Production 

area 

P同cursorfatty acids 

(g/lOOg fresh weight) 

Palmitic acid St疋aricacid 

Part Food 
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0.54 
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較すると，牛肉で85～ 108%，豚肉で90～ 120%,

鶏肉で 101～ 107%，およびサーモンで93～ 101% 

であった（Fig.2）。振とう抽出法とソックスレー抽

出法の当該化合物の抽出効率に顕著な遠いはないと

考えられた。また， Fig.3には，照射した牛肉試料

において，振とう抽出法とソックスレー抽出法で得

られた SIMクロマトグラムの一例を示した。両者

に顕著な遠いは認められず，振とう抽出法を適用し

た場合でも DCBおよびTCBの明瞭なピークが確

認された。牛肉に限らず，その他の全ての試料につ

いても同様の結果であった。
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Fig.2 
2.振とう抽出法による未照射および照射食品の判定

照射食品の検知法は，照射の有無を判定する定性

試験法である。そこで， 4種の食品について，振と

う抽出法を適用した場合でも通知 1）＇こ従った照射

の判定が正しく可能であるか評価した。対象として

同一試料についてソックスレー抽出による判定も

行った。その結果，全ての試料について振とう抽出

法でも未照射および照射の判定が正しく行え，各判

定項目の内容についてもソックスレー抽出と同様

に判定に支障は無かった（Table2）。定性試験法と
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試料を用いた。各試料の脂肪酸量の詳細について

はTable1に示した。同種の食品でも最大で2倍程

度，前駆体となる脂肪酸の量が異なっていた。振と

う抽出法により抽出された供試料あたりの DCB量

は，ソックスレー抽出と比較すると，牛肉で86～

104%，豚肉で77～99%，鶏肉で108～ 121%，お

よびサーモンで82～96%であった（Fig.2）。また，

供試料あたりのTCB量はソックスレー抽出法と比



出
剛
～
H
－ψ

註

E
採
れ
1
汁
山
叩
回
同
壁
掛
如
、
遺
営
戸
、
日
H
M
W
一過柚叫
i
汁

qe中
l
h
m
U＼
』

H
M叫
一
沖
が
い
け
ご
「
H
f
v
々
、
口
け
刊
、
」
V
、
湖
周

δ
湾
首

No. of 
samples Result' 

All negative 

All positive 

Table 2 Detection of irradiated samples by Soxhlet and shaking extractions. 

Evaluation i句mr

1) S / N 2) Peak area ratio at m/ z 3) Sum of relative intensiti四
98 and m/z 112 against at m/z 98 and m/z 112 in 

m/z鉛 mlz 112 standard ion ratio例） scanning measurement C幼

Shak也11:ex：回ction －・ー 7～9 
So油letほ凶ction - - - 7～8 
Shakin11:ほ甘actio恒ー ー ー 12～26 
Soxhletex凶ιtion - - - 11～ 39 
Shakin11:e混同ιtion 131～151 98～127 0～3 62～75 
So泣iletほ甘actio恒 63～114 82～116 -1～2 61～73 
Shakin11:ほ甘ぉtion 53～87 55～86 -2～2 73～74 
So泣iletE柑 ・action 49～94 64～84 -5～0 73～76 
Shakin11: 叙甘action - - - 12～34 
Soxhlet E甜 aにtion - - - 9～10 
Shakin11:e況traι泊ゆn - - - 0 
So畳hlete油 ・action - - －。～28
Shakin耳低位・action 61～259 47～84 0～4 60～64 
Soxhlet E混同ction 94～213 32～66 0～4 54～62 
Shakin_g-ほ土raction 175～1383 132～704 -2～1 77～79 
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S仙 letextraction - - - 7～ 13 
Shakin11:ex甘action ーー ー 6～25 
Soxhlet extractio但ーー ー 9～12 
Sha!也1呪ex仕action 102～228 174～332 0～3 70～71 
Soxhlet extraction 114～177 143～263 -2～3 65～70 
Sha!也111:ex甘action 59～64 29～50 -5～0 62～80 
Soxhlet e定住actio司1 25～40 34～51 3～2 73～83 
Sh心也11!E況甘actio但ー ー ー 4～11 
So対ilete況仕actio但ー ー ー 5～8 
Shakin11:ex回ιtion - - - 22～26 
So油letex回 ction －”ー 0～32
Shakin11:ほ凶ction 138～249 193～1256 1～13 60～68 0.10 
Soxhlet e班 action 143～339 169～204 3～14 58～62 0.11～0.12 
Shakin11: ほ甘action 115～139 66～103 2～5 73～83 0.033～0.035 
So油加依田ction 76～124 78～387 3～3 78～79 0.035 

1. Each item was judged positive江血efollowing conditions w官remet 1) Wi出inthe 鈎mere士ention也neas DCB and 1℃B, SIN of peaks at m/z 98 and m/z 112 was grea旬r血1an3; 
2) Regarding peaks observed in 1), th直arearatios at m/ z 98 and m/ z 112 wer官± 20百of由epeak area ratios obtained企・omthe standard calibration solution which produced a 
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concen仕・ationsobta泊ed企um出eS/N3 for白es加idardcalibration solution (DCB -0.021×lff' μg/ g lipid, 1℃B-0.065×10「lμg/ g lipid). 
2.百iesamples were judged positive when their pe泡ksobtained met all of 1)-4); o血erwise,they were judged negative. 
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0.037～0.059 
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しては，両抽出法により得られた DCBおよびτ℃B

濃度が同一である必要はなく，検知に十分な量が抽

出できると同時に，検知の妨害になるピークが無

く，正しく判定できることが重要で、ある。振とう抽

出法は， 1時間程度でACB類の抽出が可能であり，

ソックスレー抽出に比べ1/6程度と大幅な作業時間

の短縮が可能であった。このように振とう抽出法を

評価した結果，検討した食品に対してソックスレー

抽出法の代替とすることが可能で、あり，検査の迅速

化が図れるものと考えられた。

まとめ

照射食品の検知法の迅速化を目的として，振と

う抽出法の評価を実施した。振とう抽出法による

DCBおよびTCBの抽出効率は，ソックスレー抽出

法と比較して顕著な差は認められず，当該化合物を

良好に抽出可能で、あった。また，振とう抽出法を用

いた場合も， 4種の食品の未照射試料と照射試料に

対して，正しく照射の判定が可能であった。振とう

抽出法はソックスレー抽出法と比較すると大幅な抽

出時間の短縮が可能であった。

要旨

アルキルシクロブタノン法は，食品中の脂質か

ら放射線照射特異的に生じる 2”ドデシルシクロブ

タノン（DCB）と 2－テトラデシルシクロブタノン

(TCB）を検知指標として照射の有無を判定する方

法である。 DCBおよびTCBの抽出法としては，ソッ

クスレー抽出法が広く用いられているが，長時間を

要する欠点がある。本研究では，分析法の迅速化を

目的として，抽出時間の短縮が期待される振とう

抽出法の評価を実施した。振とう抽出法により抽

出された DCB量は，ソックスレー抽出と比較する

と，牛肉で86～ 104%，豚肉で77～ 99%，鶏肉で

108～ 121 %，およびサーモンで82～ 96%であっ

た。また， TCB量はソックスレー抽出法と比較す

ると，牛肉で85～ 108%，豚肉で90～ 120%，鶏

肉で 101～ 107%，およびサーモンで93～ 101% 

であった。また，両抽出法で得られた SIMクロマ

トグラムに顕著な遠いは認められなかった。以上よ

り，振とう抽出法とソックスレー抽出法の当該化合

物の抽出効率に顕著な違いはないと考えられた。さ

らに，肉類およびサーモンの未照射と照射試料に対

して，振とう抽出法を適用した場合でも照射の判定

が正しく可能であるか評価した。全ての試料につい

て振とう抽出法でも未照射および照射の判定が正し

く行え，各判定項目の内容についてもソックスレー

抽出と同様に判定に支障は無かった。以上の結果よ

り，振とう抽出法は，ソックスレー抽出に比べ1/6

程度に作業時間の短縮が可能であることから，検査

の迅速化が図れるものと考えられた。
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