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シクロプ口ペン脂肪酸による「豚肉の食の危険性と

BSE(牛海綿状脳症)異常プリオン誕生の生化学的可能性」

本 j畢清治キ

要約

畜水産発展初期の 1960年，飼料会社入社早々に

亜鉛欠乏の豚皮膚病， 5年後に植物性カポック油粕

による異常卵の究明に携わった。この二つの原点は，

伝説的評価を得た「子豚人工乳」の開発， コンヒeュー

タの配合設計システム開発と余剰蛋白質のム ダ

削減システム開発との連携による「原料費管理」の

確立な どを経て， 1.支術士の道へ誘導した。

これらのチャンスと指導を授かったと司，協力

してくれた仲間に感謝している。

本稿は原点の一つのカポジク原油 中のシクロ

プロペン脂肪酸に関するものである。

1. カポック原油及び綿実原油に含まれるシクロ

プロペン脂肪酸は， 体脂肪の融点を高めるので

軟)J日豚対策に使われるが食の安全」の視点

から考察する。

日本の食肉文化の主流は薄切り料理であり，豚枝

|刻取引では薄切り容易な締りの良い肉の評価が

高い。肉締りの悪い欽脂豚はカポック原油をかi料に

添加してやれば，肉締りの良い硯脂豚に変身する。

シクロプロペン脂肪酸の毒性は，異常卵，産卵率や

僻化率の低下に留まらず，そのヒナは死に篭り，神経

症状を伴う奇形になる。また，プロペン環はカイ コ

蛾の性フェロモン生合成を阻害する。これらの毒性

キーワードは I生殖jであるが，シクロ プロペン脂肪

酸は豚肉に残留する。この脂肪酷は，合成ゴムの抗

酸化剤として開発され発がん性濃厚でありながら，

一生毎 日食べ続けるベットフードにも認可されて

いる飼料添加物のエトキシキン同様に「食の安全」

の視点から危険である。カポック原油(吸着粉)の

肉豚用飼料への添加は即亥11.中止したい。

吋主術士(股業f怖いJ)・生涯学習インストラクター(イヌ学)

(Seiji Honzawa) 

]].シクロプロ ペン脂肪酸による異常プリオン

誕牛の可能性1について，既成概念、にとらわれ

ずに飼料学と生化学的思考をベースに思い

切った発想による根拠を列記する。

l)BSEの異常プリオンは生物学的感染，増殖でなく，

化学反応による誕生，伝達と推察。

2)シクロプロペン脂肪酸を与えた鶏の卵黄はスポ

ンジ的性状になるが， 牛海綿状脳症の脳の性状に

類似。その ヒナは奇形になり， BSEに似て神経症

状を示すものもいる。異常卵黄と BSEの共通キー

ワードが 「スポンジJであることに遅まきながら

最近気付いた。

3)プロペン環は大きな「ひずみエネルギーJを持つ

ているので，化学反応活性は爆発的である。同脂

肪酸は硫黄華添加 CS2とアミノレアルコール溶媒

によって赤に呈色する(ハノレフェン反応)ことか

ら，プリオン蛋白質の合硫アミノ酸の Sとの結合

性が強いと考える。この爆発的エネルギーは正常

プリオンに作用して異常化する可能性強し、。

4)同脂肪酸の異常卵性状は，産卵後の冷温貯蔵中に

進行する。これは代謝でなく化学反応の進行に伴

う結果と考えるが， BSE病原体の呉特'プリオンの

伝達機序に似ている。

5)シクロプロペン脂肪酸を含む綿実 (綿毛は除去)

は主に牛，綿実殻は牛やさr.に給与する。世界的な

食用油過剰から未搾泊綿実が飼料として使われ

始めたのが 1980年前後，その数年後の 1980年代

後半ーから英国BSEが顕在化したのも注目である。

まえがき

昔々数人の首相候補者に対して，当時 40歳代の

歌手が 60歳を過ぎた老人ばかりと批判した。 日本

畜産技術士会総会の来賓が当会を老人クラブと表

現した。筆者は会社組織から解放され年金生活に

なったこともあり怖いもの知らずで，今まで、培った

0369・52.17/11/'1500/1論文/JCOPY
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実践飼料学を活かして思い切った発想、の展開がで

きるようになった。それが技術革新や社会貢献に繋

がることを期待し，勇み足を恐れずアイデアレベル

も含めて拙文を発表している。その代表例は日本第

一波 BSEの子牛代用手L病原説 1-4) キャットフード

尿石症の Sアミノ酸不足説と同尿石症の fMgJ過剰

誤説(アノレカリ性 fMgOJ供試の実験ミス)指摘で

ある 5ι

l年前になるが，アメリカ穀物協会 NETWORK

(2002) に掲載したトウモロコシ蒸留粕 (DDGS)

に関する拙文 7)を読んで感動した方から筆者に会い

たいと申し込まれた。数回lこEり意見交換したが，

技術士冥利に尽きる。医師や弁護士は名称・資格が

先行して仕事が付いてくるが，技術士は技術実績を

先行させて後から技術士の名称が認知され仕事に

繋がる。そのサイクル起動力は生涯学習で、ある。

木稿ではアオイ科種実に含まれるカポック原油

や綿実原油のシクロプロペン脂肪酸 (マルパリン酸

CHJ-(CH2) 6-C3H2住 1-(CH2) i-COOHとステノレクリン

酸 CHJ-(CH2) 7-CJHz i1 1-(CH2) i-COOH}による「豚

肉の食の危険性と BSE異常プリオン誕生の生化学

的可能性Jについて考察する。

(注 1)J二記の各化学:式の中ほどのC"H2がシクロプロぺン

(以下，CPと略). 

H¥._/H 

/ー¥
-c=cー

CJはCを頂点にした三角形で底辺が二重結合。

1 . C P脂 肪 酸 に よ る 人 工 的

硬脂 豚の食の危険性

日本の食肉文化の主流は薄切り料理である。従っ

て豚肉のスライサー機能が向上している昨今でも，

脂肪融点が高く薄切り容易な肉締りの良い肉豚(硬

脂豚加)が食肉業界において評価高し、。しかし，消

費者の評価も高し、かどうかは疑問である。

(技 2)脂肪融点が低く肉締まりの惑い豚を 「軟脂隊』
と過称するが，その対;jifJ、を 『硬脂隊Jとb、う。

豚の肉締りは品種，日齢，肉温，給与飼料などに

よって影響されるが，手っ取り早い対策はカポック

種笑の原油を肉豚用飼料に CP 脂肪酸として 30~

60ppm 程度添加すれば，体脂肪の融点は 3~100C高

くなり ト10) 肉締りが良くなる。しかし，人工的に

肉締りを良くした豚肉は， BSEに関わるアメリカ産

牛肉よりも食の安全を脅かす。CP脂肪酸は，合成

ゴム用の抗酸化剤として開発され発がん性濃厚で

ありながら， 一生毎日食べ続けるペットフー ドにも

認可されている飼料添加物のエトキシキン同様に

「食の安全」の視点から危険である。カポック原油

(吸着粉)の肉豚用飼料への添加は即刻，中止したい。

食の危険性を指摘する根拠は， 1960年代に問題に

なったカポッ ク油粕による 「異常卵(ゴム盤的スポ

ンジ卵黄やピンク卵白)J及び「ハム)J日て時の豚脂

身のひび割れj の原因が CP脂肪酸であったからで

ある。 この毒性は飼料中僅かに 20~30ppm で呉ー常卵

になり，添JJ日量によっては産卵率や解化率が低下し，

卵やl隊内に残留するトi九その有精卵は死に篭り，

神経症状を伴う奇形ヒナになる。また，プロペン環

はカイコ蛾の性フェロモン生合成を阻害する 1<1.15)。

これらの毒性キーワードは「生殖Jで，妊婦・胎児へ

の影響が不安である。

CP脂肪酸の給与によって卵黄油や豚脂の融点が

高まる作用機序について fCp脂肪酸が，飽和脂

肪酸のステアリン酸 CIsH3602 キ不飽和脂肪酸の

オレイ ン酸 CI8HJP2(ムg:10)への代謝経路を遮断す

るので，低融点の不飽和脂肪酸が少なくなるためJ

との説が広まった。CP脂肪酷による不飽和脂肪酸

の減少は事実だが，それは不飽和脂肪酸への経路遮

断でなく， CP脂肪酸がオレイン酸などの二重結合

を開裂してステアリ ン酸など飽和脂肪酸への化学

反応と考える。 しかし，どちらにしても CP脂肪酸

を摂取した豚の枝肉の硬さは，脂肪酸構成だけでは

理解幽難である。脂質便化の主因は CP脂肪酸の関

与によ る「脂肪酸の重合ある いはリ ポ蛋白質の生

成Jとf住断する。

日清製粉は CP脂肪酸含有力ポック原油の鶏にお

ける毒性について，日本畜産学会大会(1966)，日

本農芸化学会大会(1971)，日本科学飼料協会月例

研究会(1978)で報告した。同様に須藤らも日本畜

産学会関西支部大会(1971)，岡山大農学報(1974)

で報告した。その内容はいずれも異常卵，産卵率・
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解化率の低下 3 死亡までで，ショッキングな神経症

状を伴う奇形ヒナ誕生については触れていないこ

と及び当時の食の安全意識が低く社会的反応弱く，

CP脂肪酸の毒性は家禽の問題に留まり，食の危険

性には波及しないまま風化した。

スポンジ卵の究明，配合飼料へのエトキシキン初

添加(1970)を推進した技術者の倫理として，食の

安全の視点から ICP脂肪酸による豚肉の食の危険

性』について提起する。

II . C P脂肪酸による BSE(牛海 綿状

脳症)異常プリオン誕生の生化学的

可能性

筆者は獣医師でなく BSEの研究者でもない。

したがって BSEに対する多少の誤解は避けられ

ないが，現在の定説にとらわれない発想、ができる。

とはいえここでは IBSE病原体は異常プリオンJ

という現在の定説を前提lこするo アオイ科のカポック

や綿の種実に含まれる CP脂肪酸が正常プリオンに

化学反応して異常プリオン化する生化学的可能性

について，技術士的な総合科学力を駆使して考察する。

英国が震源地のBSEのEU拡大主因は異常プリオン

含有の「肉骨粉」の経口投与だが，日本における第

一波 BSEの原因は筆者の推断通り，異常プリオン

含有の「粉末牛JJ日」配合の子牛代用乳であった 1-1)。

農水省は牛脂中にプリオン蛋白質は共存しないこと

を前提に BSE戦略を「脚本Jした。その後，代用乳

病原説は農水省の助成金による東大古川教授と日獣

医大木村教授らの研究で証明された(畜産システム

研究会シンポジウム 2007) 0 BSEは当初から「飼料

が原因」といわれていたにも拘らず， 日木 BSE発見

時に編成された農水省直轄の BSE疫学検討チーム

に飼料知識のあるメンバーが全く居なかったこと

及び前記「脚本」が間違いだらけの調査報告書に繋

がり，日本の BSE対策は税金のムダ使いになった。

異常プ リオン蛋白質は通常殆んど消化吸収され

ない。それは異常プリオンの特性でもあるがプリオン

蛋白質の熱変性による結果とも考えられる。 般に

鑑白質は品温 120
0C前後で過熱すると褐変反応を

起こし消化が悪くなるが，直火式乾燥機で加熱され

過ぎた肉骨粉や魚、粉も消化悪い。また異常プリオン

は 140
0

C以上で過熱すれば病原性を失うようだが，

それはプリオン蛋白質の熱による化学分解とも

考えられる。異常プリオンの分子量は小さいが一般

の成動物においては，未消化具常プリオンを小)J易で、

吸収できずに糞として排池する。

ープJ¥生後間もない幼動物は母乳中の免疫蛋白質を

消化分解しないままで、小腸から取り込む生理機能を

持つが，それと同じ機序で異常プリオンも未消化のま

ま体内に入り込む。この観点からも生後間もなく給与

する子牛代用乳が疑われたが，当初それを疑った畜産

官僚トップは左遷された。そして当該代用乳生産の農

業団体を地盤にする政治家の主導による「肉骨粉交差

汚染偽装説Jに評論家は迎合し，マスコミも信じた。

日3:fし、ずれも，肉骨粉または牛脂に混入した「既成

の異常プリオン」が病原体であるが， I最初の呉常

プリオン誕生」のメカニズムは不明である。既成の

異常プリオンによる伝達以前の ICP脂肪酸による

異常プリオン誕生」の可能性について，既成概念に

とらわれずに飼料学と生化学的思考をベースに

思い切った発想による根拠を列記する。

1)プ リオン蛋白質には生命の素になる核酸がなく，

異常プ リオンの病原性は 130
0Cで失活しない。

したがって病原体は生き物でないと考える D その

侵攻手段は生物学的な感染増殖でなく，化学反応に

よる誕生伝達と推察。その究明には飼料化学的

考察が必須である。

2) CP脂肪酸を与えた鶏の卵黄はスポンジ的性状に

なるが，牛海綿状脳症の脳の性状と類似。そのヒナ

は奇形になり， BSEに似て神経症状を示すものも

いる。異常卵黄と BSEの共通キーワードが

「スポンジJであることに遅まきながら最近気付

いた。

3)プロペン環は大きな「ひずみエネルギー」を持つ

ので，化学反応活性は爆発的である。 1960年代

のガスクロマトグラフィーが手軽には普及して

し、ない中，品質管理の現場周として CP脂肪酸の

分光光度計による準定量法の開発研究において

実感した。即ち， CP脂肪酸含有油粕に硫黄華を

1%添加したごー硫化炭素 CS2とアミルアノレコー

ル溶媒を加え 10S
0Cで加温すると波長495μmの赤

に呈色する。このことから CP脂肪酸はブリオン

蛋白質の含硫アミノ酸の硫黄 S との結合性が強

いと考えられ，この爆発的エネルギーが正常プリ

オンに作用して異常化する可能性が大きい。なお，

CP 脂肪酸は 150
0
Cで加熱すれば，前記ノVレフェン
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呈色反応を示さない。

4)CP脂肪酸の異常卵十生状は，産卵後の冷温貯蔵中

に進行する旦日)。これは代謝でなく化学反応の進行

に伴う結果と考えるが， BSE病原体の異常プリオン

の伝達機序に似ている。

5)CP脂肪酸を含む綿実(綿毛は除去)は主に牛 16)

綿実殻は牛や羊に給与する。綿実原油の CP脂肪

酸量はカポック原油のほぼ 1/10だが，有害性の

認識がないとすれば大量に給与する。ルーメンが

未発達な子牛はより攻撃されやすいか。もし未搾油

のカポック種実を給与すれば，その危険性は綿実の

約 10倍である。世界的な食用油過剰から未搾油

の綿笑が牛に給与され始めたのが 1980年前後 lへ
その数年後の 1980年代後半から英国 BSEが顕夜

化した。偶然でなく数年間が BSE潜伏期間とも

解釈できる。オーストラリアの牛は牧草主体であり，

濃厚飼料の綿笑給与はないと推測する。カポック

油粕と綿実油粕も，綿実，綿実殻の給与同様に

BSEと羊スクレイピーとの共通点である。なお，

カポック種実には存在しない綿実の遊離ゴシ

ポールは， CP脂肪酸の毒性を助長するかも知れ

ない。

あと が き

スポンジ卵黄 (SpongeYolk) と BSE (Bovine 

Spongifonn Encephalopathy) の共通キーヲードが

「スポンジ」であることに遅まきながら最近気付いた。

一方， 4年前にクモ膜下出血で 2週間の意識不明に

なり生死をさまよったが，未だ現世に遣り残した課題

や仮説がいくつかあることに気付いた。このニつの

気付き及びス ポンジ卵の究明や配合飼料へのエト

キシキン初添加(1970年)を推進した技術者の倫理ー

が木稿執筆の動機である。

年金生活の筆者は遣り残している課題や仮説に

ついて，実験的な証明手段を持たないのが残念である。

特に rCp脂肪酸による異常プリオン誕生の可能性」

は，資料とデータ不足のため断定し難いが否定もで

きないロ閃きに過ぎないとの批判もあると思う 。

筆者自身半信半疑なところもあるが，自分の感性を

信 じていつの日か託明されることを夢みている o

補足

カポック j出 (CP脂肪酸)の使用現状について日

本畜産技術士会森山副会長から質問があったので，

それに関して補足する。

CP 脂肪酸はカポック原油中に1O~15% (綿実原

油中はその約 1/10)含まれている。配合飼料会社は

脱脂米糠などにカ ポック原油 16%を吸着した粉末

飼料 (CP脂肪酸約 2.5%含有)を使用する。このカ

ポック油吸着飼料を 0.2% (CP脂肪酸 50ppm)前後

添加する軟脂豚対策用の肉豚肥育用飼料の生産量

は，全国で年間 50 万 ~100 万トン(全養豚用 600

万トン)と推測。
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