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常温保存下における照射レトルト牛井中 2-アルキルシクロブタノンの安定性について

[報文]
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Summary 

2-Alkylcyclobutanones(ACBs)， such as 2-dodecylcyclobutanone(DCB) and 2-t出 adecylcylobutanone(fCB)are spe-

cific products from irradiated lipid.τbus， DCB and TCB are suitable for indicators of the irradiation history of food. The 

purpose of this study was to clarify出estability of ACBs in food， kept at room temperature for a long period. We evaluated 

DCB and TCB in irradiated retort pouch Gyudon topping (instant Gyudo舟 mixeswhich were made from a beef， onion and 

soy sauce)， which could be preserved for a long term at room temperature， after storage for one year. DCB and TCB were 

detected at doses of 0.6-4.5 kGy in irradiated retort pouch Gyudon toppingτbe peaks of DCB and TCB were separated 

企omother peaks on the chromatogram with GC-MS.τbeconcen仕ationof DCB and TCB were periodically determined till 

12 months later of irradiation.τbedos争responsecurves of DCB and TCB were almost identical with those obtained from 

the samples after仕le12 months storage at room temperature.τbese results concluded that DCB andτ'CB formed in retort 

pouch would stable at room temperature at least 12 months 

Key words: 2-dodecylcyclobutanone (2-ドデシルシクロブタノン)，

2-tetradecylcyclobutanone (2-テトラデシルシクロブタノン)， irradiated food (放射線照射食品)，

retort pouch food (レトルト食品)， room temperature storage (常温保存)
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はじめに

2司アルキルシクロブタノン (ACBs) は，放射線

照射により食品中に含まれる脂肪酸から特異的に生

じ，食品の照射履歴の検知指標として有用な物質で

ある。このため， ACBsを検知指標として用いる 2-

アルキルシクロブタノン法は，熱ルミネッセンス法

および電子スピン共鳴分光法と共に食品の放射線照

射履歴検知法として通知されている1)0 ACBsは，

食品中に含まれる脂肪酸から放射線照射により生ず

るラジカル反応を介して生じ，前駆脂肪酸の側鎖

に応じた構造を示す。 通知法1)において検知指標

として用いられているのは，パルミチン酸由来の 2-

ドデシルシクロブタノン (DCB)，ステアリン酸由

来の 2-テトラデシルシクロブタノン (TCB)である。

ACBsが検知指標として優れているのは，照射特

異生成物質であり，通常自然界に存在しないため，

試料から ACBsを検出することにより放射線照射を

受けたと判断できることである。また，熱に安定で

あり，焼く，揚げるといった一般的な加熱調理工程

においても消失しないことが挙げられる 2)。このた

め，加熱調理された食品の照射履歴検知にも有用と

考えられる。

ACBsの安定性については，報告例はあるもの

の 3)-5) 試料や保存条件により安定性が異なるた

め，不明な点が多い。さらに冷凍保存条件以外で

の安定性については，長期保存が可能な試料が限ら

れており，報告例が少ない。

本研究では，常温保存条件下における ACBsの安

定性を検討するため，常温での保存が可能であるレ

トルト包装された牛井の具(以下，レトルト牛井)

を試料に選定した。照射直後から常温保存 12ヶ月

後まで照射レトルト牛井中に生成した ACBs濃度の

推移を追跡し， ACBsの安定性について検討したの

で報告する。

実験方法

1 .試料

レトルト牛井(約 180g/袋江崎グリコ株式会

社製 DONBURI亭牛井包装に常温保存可能の

記載有り)は，同一ロットの製品を大阪市内のスー

ノfーマーケットで購入した。照射試料の調製は大阪

府立大学の照射施設にて行った。照射方法は，試料

をレトルト包装のまま，常温で回COを線源とした

y線を照射した。試料に照射された線量は，試料と

同時に照射した複数枚のラジオクロミックフィルム

(FWT社製， FWT-60-1P) を用い，得られた吸光度

の平均値から算出した。設定した照射線量は 1，2， 

3および 5kGyであり，各線量について 8袋を 1度

に照射した。照射後，ラジオクロミックフィルムか

ら算出された実際の照射線量は， 0.6， 1.9， 2.7およ

び 4.5kGyであった。試料は照射後， 25
0

Cに空調さ

れた室内で遮光保存した。分析は，照射直後(保存

0ヶ月)，保存 6ヶ月および 12ヶ月の 3回行った。

それぞれの分析時に 4種の線量 (0.6，1.9， 2.7およ

び 4.5kGy) を照射したレトルト牛井を各線量2袋

ずつ使用し， 1袋に付き併行数3で測定を行った。

2袋の平均値を各線量のACBs濃度として保存0，6 

および 12ヶ月における経時変化を追跡した。

2. ACBs分析方法

試料はレトルト袋のまま約 50
0Cの湯浴で 10分間

加温し，試料中の脂質を溶解させた後，フードプロ

セッサーにより均一化した。

分析法は簡易分析法 6)を一部改良したものを用

いた。試料を 5g採取し，同量の珪藻土と共に乳鉢

上で混和し，試料中の水分を十分吸収させた。これ

を50mLのPP製遠心管に移し，n-ヘキサンで 2困

振とう抽出 (30mL， 20 mL)を行った。遠心後の

かヘキサン層を 100mLナス型フラスコに合わせ，

エパポレーターを用いて濃縮後， 70
0

Cのオーブンで

30分間加熱し，抽出脂肪中の微量の n-ヘキサンを

除いた。

抽出脂肪 0.2gを正確にガラス製スクリュー管に

採取した。これにアセトン 2mLを添加しボルテッ

クスミキサーを用いて脂肪を溶解させた後，アセト

ニトリル 1mLを加えて混合し脂肪を析出させた。

_20
0

Cで30分間冷却後，ただちに遠心 (3000rpm， 

10分間， OOC)し，上層の有機層をガラス試験管に

採取後，緩やかに加温しながら N2気流下で濃縮し

た。残留物をかヘキサン 2mLを用いて溶解した(脱

脂抽出液)。

精製カラムは，パスツールピペットにシリカゲル

(MERCK社製，シリカゲル 60(0.063-0.200 mm)， 

カラムクロマトグラフィー用)を 19充填して作成

し，使用直前に 10mLのかヘキサンでコンディショ

-4-
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常温保存下における照射レトルト牛井中 2-アルキルシク ロブタノンの安定性について

A一歩

B一歩

C一歩

(Omin)→ 25
0

C /min→ 300
0

C (5 min) ，注入口温度:

250
0

C，注入量 :1μL，注入方式:ノTルスドスプリッ

トレス，He流量:1.46 mL/min， MS条件 EIモード，

データ取り込み方法:SIM/SC必J同時測定 (SIM

m/z 98， 112; SC必~ m/z 95-115) ， イオン源温度.

200
0

C， トランスフ ァーライン温度:250
0

C 

実験結果および考察

1 添加回収試験

レトル卜牛井から抽出した脂肪への ACBs添加泌

D ー~-- 度は，既報 6) に如、て 1kGy照射により 生じると

推察される牛肉中の ACBs生成量から判断して設定

した。DCBおよびTCBの平均回収率は， 各々 99.9

および 115%であり，また相対標準偏差も各々 0.7，

および 2.7%と良好であり， 簡易分析法はレトルト

Fig.1ηle structure of silica gel column. 牛井中の ACBsの分析法として有用で、あると考えら

A; A glass syringe (10 mL)， B; Flexible polyvinyl れた。

fluoride tube， C; Pasteur pipette， and D; 1 g of 
silica gel resin 

ニンク'を行ったものを用いた (Fig.1)。脱脂抽出液

を精製カラムに全量負荷し，11-ヘキサン 10mL， 2% 

ジエチルエーテル/11-ヘキサン 5mLで各々洗浄後，

2%ジエチルエーテル /11-ヘキサン 15mLで溶出し

た。溶出液を緩やかに加温しながら N2気流下で濃

縮乾固し， 100 ng/mL内部標準溶液 (2-シクロへキ

シルシクロヘキサノン)を 0.2mL添加し，試験溶

液とした。測定はガスクロマトグラフ質量分析装置

(GC-MS)を用いて行い，内部標準法により DCB

およびTCBの定量を行い，脂肪重量あたり濃度で

算出した。

3 添加回収試験

添加回収試験は非照射のレトルト牛井を用いて

行った。抽出脂肪 0.2gに対して DCBおよびTCB

を各々 10ng添加し，試行数 5で、実施した(添加濃

度;50 ng/g)。

4. GC・MS分析条件

分析装置株式会社島津製作所社製 GC-MS

QP2010 ultra，カラム:Agilent社製VF-5MS(30 m 

x 0.25 mm， 0.25μm)，昇温条件:60
0

C (1 min) 

→ 20
0

C /min → 1WC (Omin)→ 8
0

C /min → 250
0

C 

2 照射試料の分析結果

照射直後のレ トルト牛井の GC-MSクロマ トグラ

ム (m/z98) をFig.2に示した。0.6，1.9， 2.7およ

び 4.5kGy照射のレトルト牛井について， DCBお

よびTCBはいずれも照射線量依存的にピーク強度

の増大が認められた。ACBsのピーク近傍に妨害と

なるようなピークも存在せず，良好なクロマトグラ

ムが得られた。 ~Iô照射のレトルト牛井からは DCB ，

TCB共に検出されなかっ た。最も照射線量の低い

0.6kGy 照射レ トルト 牛井について，通知法 1)の照

射判断基準に従った照射の判定が可能で、あるかを評

価した (Table1)。その結果， 0.6kGyの低線量照射

においても照射の履歴判定が正しく行えた。高線量

照射においては，よ り明確に照射履歴の判定を行う

ことが可能で、あった。従ってレトル卜牛井は，常温

で長期保存できる照射食品モデルとして活用可能と

考えられた。

保存期間における ACBsの濃度の経H寺変化を Fig.3

に示す。照射レトルト牛井中に生成した ACBs濃度

は，経時的に一部の照射線量で増加傾向を示す場合

も認められたが，常源保存 12ヶ月後まで大きな変

化は認めら れなかった。DCBの 4.5kGy照射にお

いては 12ヶ月保存後最も高い DCB濃度を示した

が，袋聞のばらつきが大きく，若干の照射線量の差

が袋問で存在したことによるものと考えられた。以
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Fig. 2 Typical chromatograms (m/z 98) of the test solution obtained from an irradiated retort 
pouch Gyudon topping at zero也ne.

(A)，S加 ldardsolution ofDCB姐 dTCBatωong/mL; (8)， 0.6 kGy; (C)， 1.9 kGy;の)，2.7kGy; (E)， 
4.5 kGy; (F)， non-irradiated sample. 

Table 1 Check results of the irradiated sample at the dose of 0.6 kGy by Notification No. 0910-2* 

TCB** 

nt/z 98: 48-183 

m/z 112: 17-68 

DCB** Checkpoint 

Signal to noise ratio (S/N) of each of m/z 98 and 112 ions should 
be higher than three 

No. 

nt/z98: 74-306 

m〆'z112: 25-110 
1 

Relative peak area of m/z 98 and 112 should be within :!:: 20% of 

those obtained from standard of similar concentration 
+1-+2(%) 

Sum of the intensities of m/z 98 and 112 should be over 50% of 
dle integra舵dintensity at the ran哩e企'omm/ z 95 to 115 

In the case of positive results in check points No. 1-3， the 
quantitative values obtained at m/z 98， should be grater than the 

concentrations of standard solution e対1ibitingS/N孟 3in that 

ChromatogramのCB:3.3x 10-1 ng/mL，τ'CB: 3.9 x 10-1 ng/mL) 

Result Irradiated 

*Not出cationNo. 0910-2 (September 10， 2012) Method for the detection of irradiat疋dfood; from Ministry of Health 
Labor and Welfare ofJapan 

**Values representjust after irradiation as in Fig. 2. 

0-+1 (%) 2 

63 -69 (%) 

61-65 

(ng/ g lipid) 

82 -83 (%) 

82 -98 

(ng/ g lipid) 

3 

4 

主

Irradiated 
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1500 

DCB 
(
司
自
己
-

nu 戸、J
勺
/

凶

b
z
)
c

。=
5
E
E
Co
u

0.6 1.9 :'.7 

1000 

TCB 

4.5 1.9 4.5 0.6 :'.7 

IrradiatioJ1 uose (kGy) 

Fig. 3 Stability of DCB and TCB in irradiated retort pouch Gyudo1t topping. 
Values are averages of six determination with standard deviatioin 

Storage period after irradiation zero C口1)，6(1臼1)，12month (1・)

上のことから，常温保存下においてレトルト牛井中

のACBsは安定であり，照射後 1年を経過しても検

出可能で、あると考えられた。

我々は，これまでに当該レトルト牛井につい

て冷凍条件下で放射線を照射した際の ACBs濃度

(2.6kGy， DCB:236 ng/g， TCB:243 ng/g) を報告し

ている 6)。本研究で、は常温条件下で、照射を行ったが，

本実験での測定値は DCBおよびTCBともに冷凍

条件下での結果よりも高い傾向 (2.7kGy，DCB:530 

- 614 ng/g， TCB:359 -380 ng/g) を示した。尾

花ら 7) は牛肉パテを用い，照射時の温度が高い程

ACBs生成量が多く， DCB/TCB比も高くなること

を報告している。レトルト牛井を試料とした場合で

し冷凍照射時の DCB/TCB比が 0.97に対し，常

温照射時の DCB/TCB比は1.48- 1.71となり，冷

凍照射時よりも DCB/TCB比が高い傾向を示し，

尾花らの報告と同様の傾向であった。

常温保存における ACBsの安定性については、

Ndiayeら引が照射した生鮮マンゴーを常温で、 1ヶ

月保存した際， TCBが約 20%減少したと報告して

いる。また、尾花ら 4)が照射滅菌した動物用実験

餌料で‘検討を行った結果、常温および冷凍いずれの

条件においても 1年間の保存により ACBs濃度の減

少が認められ，特に常温保存では保存 6-9ヶ月で

DCBおよびTCBが消失したことを報告している。

また， Zanardiら5) は，真空パックの照射豚肉加工

品を冷蔵保存 (60日間) した場合， 2 -8kGy 照射

試料中の ACBs濃度はほぼ安定であったと報告して

いる。これらの報告から保存温度が低い程ACBsは

安定であると推察された。

一方，本研究で用いたレトルト牛井は，常温保存

で照射後 1年を経過しでも顕著な ACBs泌度の減少

は認められなかった。このことから，保存温度・だけ

ではなく，遮光性や気密性等も ACBsの安定性に影

響を与える要因と考えられた。本研究で用いたレト

ルト牛井は，賞味期限が生産日から約 1年であった

が， この期間内であれば，常温保存においても照射

履歴の検知が十分可能で、あると考えられた。今後，

種々の加工食品についても同様の検討を行う予定で

ある。

まとめ

常温保存条件下における ACBsの安定性を評価す

るため，長期常温保存食であるレトル 卜牛井を試料

とし， ACBs濃度の経時変化を照射直後から 1年間

追跡した。照射レトル卜牛井中の ACBs濃度は，照

射後 1年間において顕著な低下が認められず，常温

保存下でも照射履歴の検知が可能であると考えられ

た。
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本研究の一部は，厚生労働科学研究およびJSPS
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要旨

2-アルキルシクロブタノン (ACBs) は，放射線
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第50回記念大会特集号食品照射第49巻第 l号 (2014)

照射により食品中に含まれる脂肪酸から特異的に生

じ，食品の照射履歴の検知指標として有用な物質で

ある。本研究では，常温保存下でのACBsの安定性

を評価する乙とを目的に，常温長期保存食であるレ

トルト包装された牛井の具(レトルト牛井)を照

射試料に選定し，照射レトルト牛井中に生成した 2-

ドデシルシクロブタノン (DCB) および2-テトラ

デシルシクロブタノン (TCB)の濃度を照射直後か

ら12ヶ月間経時的に追跡した。常温条件でレトル

ト牛井に 0.6，1.9， 2.7および4.5kGyの4線量を照

射したところ，照射直後では全ての試料から DCB

およびτ'CBが検出され，その濃度は DCBおよび

TCBともに線量依存的に増大した。常温保存下に

おいて，照射 6ヶ月および 12ヶ月経過後に ACBs

の濃度を測定したところ，若干増加傾向はあるもの

の，大きな変化は認められなかった。以上のことか

ら，常温保存条件下においても照射レトルト牛井中

のACBsは安定であり，照射履歴の検知は可能で、あ

ると考えられた。
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