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②リスク低減方法 現在、国際的あるいは各国における規制はとられていない。 

 

③リスク評価の状
況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○WHO 
WHOの声明（2003）によれば、「2-DCB及び他のシクロブタノン類の影響は、あっ
たとしても極めてわずかか無視できる」とされている 15。 

これらの根拠となるデータは次の通り。 

◆1970年代の米国陸軍の実験データの再解釈 

米国陸軍で1970年代に-30℃で保存した鶏肉に高線量照射（59kGy）を行い、長期毒
性試験を実施した。この実験条件によれば、鶏肉中には約 1.5μg/g鶏肉の 2-DCBが生
成していたと推定されるが、この鶏肉をイヌ等に長期投与したり、細菌や哺乳類培養
細胞を用いた遺伝毒性試験を行っても影響が見られなかったことから、2-DCB及び他
のシクロブタノン類による影響は、あったとしても極めてわずかか無視できる。 

◆その他、最近の実験データの評価 

・実験に使用された2-DCBが分解している可能性を否定できず、原因物質が特定でき 
ない。 

・コメットアッセイは、疑陽性の結果が得られやすく、国レベルの規制機関によって
正式な遺伝毒性試験方法としては採用されていない。 

◆体内動態 

・ラットへの給餌試験 5（上述）によれば、2-ACBは脂肪組織に蓄積せず、速やかに代
謝される。 

 

○EC 

ECの食品科学委員会の声明（2002）によれば、「これまでに2-ACBの悪影響を示す
とされたデータのほぼすべてが in vitro試験であり、これらの結果にもとづいて、脂質
を含む照射食品中の2-ACB類をヒトが摂取した際の健康リスクを評価することは適当
でない（not appropriate）。2-ACBの遺伝毒性は標準的な遺伝毒性試験法によって確認さ
れたものではなく、各種2-ACB類に対するNOAELを定めるための適切な動物給餌実
験データも存在しない 18。」とされている。 

 
○米国FDA 

FDA の貝類への照射許可に関する官報（2005）によれば、「2-ACB が大腸がんを引
き起こす可能性があるとの論文 14があるが、この論文の著者も述べているように、実
験で用いたラットの2-ACBの曝露量（mg/kg体重）は、予想されるヒトの曝露量（μg/kg

体重）より 3 桁も大きい。実験動物モデルや実験計画の限界、データの曖昧性、実験
で用いられた化学物質の曝露とヒトの曝露との間に密接な関係が存在しないことを考
慮すると、大腸がんを引き起こすと考えるだけの科学的な確実性と信頼性をもった情
報ではない」とされている 19。 

 
○IARC（国際がん研究機関） 

2-ACBの発がん性については国際がん研究機関（IARC）の評価書は出されていない。 
８． 消費者の関心・認識 食品への放射線照射に関するアンケートによれば、一般消費者の食品への放射線照

射に対する認知度は現状では高くない（p.22）。 

ただし、同アンケートでは、照射食品について「食品中の成分が変化し、未知の健
康影響をもたらす恐れがある」と思うかという設問に対して、69％の回答者が「そう
思う」または「どちらかというとそう思う」と回答しており、この問題に対する潜在
的な関心は高いと考えられる（p.23）。 

９． 不足しているデー
タ 

各照射食品中のアルキルシクロブタノンの生成量及びその推定暴露量については、
さらにデータの蓄積が望まれる。また、アルキルシクロブタノンの毒性（特に、遺伝

 - 39 -

毒性、発がんプロモーション作用）についても、今後の研究の動向を注視し、データ
を充実させていく必要がある。 
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（注）アルキルシクロブタノンの毒性に関する文献は、論文として発表された情報もしくはWHOの報告書
等に引用されている論文に準じた学術的情報に限定した。  


