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国産豚肉に残留するカポック等の

プロペン 環 毒 性 の 事 実と考察(その 2 ) 

食は 命， 食の 安全 はすべてに優先する

本津清治*

7. 豚ダンス病(先天性症肇症)と

BSE (牛海綿状脳症)

1)豚ダンス病の臨床症状と病理変化は BSEに酷似

前報(その 1)で引用した Diseaseof Swine19
)によ

れば，豚ダンス病の特徴的な臨床症状は歩行障害，

病理変化は中枢神経の異常で， BSEに似ている。さ

らに，回復傾向で臨床症状が軽い「成豚Jの脳細胞

の空胞(スポンジ)は，臨床症状のある「新生豚」

よりも重度であることに注目したい。すなわち，豚

ダンス病における脳細胞スポンジ化は，子豚よりも

成豚で顕著であり， r超慢性的にゆっくり進行Jす

ることを示している。これは BSEの潜伏期間長く

「超慢性的にゆっくり進行」に共通する。豚ダンス

病と非定型 BSE(孤発性)の原因は，共通している

可能性がある。その BSEの脳スポンジ化は，異常

プリオン生成よりも先行すると推察される。

2)豚ダンス病の異常プリオン生成の可能性

豚ダンス病の臨床症状と病理変化が BSEに酷似

していることから，プロベン環脂肪酸による豚ダン

ス病の異常プリオン生成(誕生)の可能性も考えら

れる。しかし， BSEの超慢性的な潜伏期聞から判断

して，牛に比べて短期飼育の豚における異常プリオ

ンの生成司検出は難しいであろう。一方，プロベン

環脂肪酸による豚の脳細胞スポンジ化の実証は比

較的容易であろう。

3)豚ダンス病の原因究明の波及効果

豚ダンス病のプロベン環脂肪酸の原因仮説が実

験的に証明できれば，その波及効果として「プロベ

ン環脂肪酸を含む綿実による BSE異常プリオン生

成の可能性」を大幅に高めるであろう。すなわち，

豚ダンス病のプロベン環脂肪酸の原因仮説の証明

.技術士(農業部門)/生涯学習インストラクター(イヌ学)

愛玩動物飼養管理士(一級) (S田~i Honzawa) 

は， r養豚における世紀的な発見Jに留まらず， rBSE 

の根本的解明J=キ「食の安全向上」が高い確率で期

f寺できる。

8 .プ口ペン環による

BSE異常プリオン生成の可能性

英国が震源地の BSEの欧州|拡大の，主因は異常

プリオン含有の「肉骨粉j，副因は同じく「牛脂」

の給与だが， 日本における第 l次 BSE(1995年 12

月~翌年 8月生まれ全 13頭)の原因は，筆者推断

通り異常プリオン含有の「粉末牛脂Jを配合した子

牛代用乳であった 29-32)。この代用乳原因仮説は，

農水省の助成金による東大吉川教授と日獣医大

木村教授らの研究で究明された(畜産システム研究

会シンポジウム 2007年)。肉骨粉説あるいは粉末牛

脂説のいずれにしても，ノーベル賞の S.B.Prusiner

のBSE異常プリオン伝達説の病原体は「既成の BSE

異常プリオン蛋白質Jであるが， r最初の BSE異常

プリオン生成jの機序については不明である。ここ

では「プロベン環を含む綿実による BSE異常プリ

オン生成」の可能性について考察する。

ノーベル賞の山中教授は実験成功率 10%と述懐

しているが，それだけ難しい研究に取り組んでいる

証であろう。畜産の研究 65巻 3号に掲載した「シ

クロプロベ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

可能性勺の中で，前段の「プロベン環脂肪酸によ

る豚肉の食の危険性Jは90%以上正しいと判断する

が，後段の「プロベン環脂肪酸による BSE異常プ

リオン誕生(生成)の可能性」の現時点における正

解度は， 60%程度と判断している。この生成の可能

性 60%は， iPS細胞の研究における実験成功率 10%

に比べれば易しいと考えられるが，その理解には生

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY



本津:国産豚肉に残留するカポック等のプロベン環毒性の事実と考察(その 2) 803 

化学的な考察と感性が不可欠で、ある。

今回の再調査によって，異常プリオン生成の可能

性が高まったので， iプロベン環脂肪酸とゴシポー

ノレを含む綿実給与による， BSE異常プリオン生成の

可能性」の根拠を改めて列記する。これらの 8点を

偶然あるいはアイディアにすぎないとして，否定で

きるであろうか。中途半端な科学常識によって安易

に否定ばかりすれば，科学の進歩は停滞する。

1)未搾油綿実の給与と BSE発覚の年代的および

地域的考察

前報(その 1)で示した，豚ダンス病の年代的な

発覚とプロベン環脂肪酸給与の関係にならって，

BSEの年代的な発覚とプロベン環脂肪酸給与につい

て考察する。

(1) 1980年頃から未搾油の綿実を世界的に給与

世界的な食用油過剰による価格低迷から，プロベ

ン環脂肪酸とゴ¥ンポーノレを含む綿実を搾油せずに，

比較的安価な高脂肪高蛋白質飼料として乳牛に積

極的に与え始めたのが 1980年前後 310

(2) 1986年に英国でBSE発覚

未搾油の綿実を給与してからBSE発覚までの6"-'

7年以上が潜伏期間であったと推察され，一般的な

BSE潜伏期間に一致する。

(3) 1992"-'1993年に英国BSEピーク

周知の通り，その患牛を原料にした肉骨粉や牛脂

を媒介して等比級数的に伝播し，ピーク時の 1992

年 37千頭， 1993年 35千頭が英国で発覚した。

(4)英国でヒト変異型クロイツフェノレトーヤコブ病

(vCJD) 1994年 8名， 1995年 10名発覚

英国における BSE発覚 (1986年)と vCJD発覚

の年代的な関係は， vCJDのBSE異常プリオン原因

説の有力な根拠の一つになっている。

(5)BSE発覚がないオーストラリアなどでは未搾油

綿実の積極的な給与はない

BSEは欧州|を始め世界的に伝播したが，オースト

ラリアやニュージーランドでは発覚していなし、。そ

れは両国の酪農が牧草(粗飼料)主体であり，食用

油過剰においても綿実(濃厚飼料)の乳牛への給与，

特に多量給与はなかったので， BSE異常プリオンの

生成はなかったと推察する。

(6)綿実とカポックの相違点、

綿実のプロベン環脂肪酸の含量はカポック種実

のほぼ 1/10であるが，来搾油のカポック種実を給

与すれば，その毒性は綿実の約 10倍である。しか

し，綿実はカポック種実に存在しないゴシポールを

含むので，綿実のプロベン環脂肪酸の毒性はゴシ

ポールとの相乗作用によって増幅する

ことも考えられる。両種実の地域性と BSE等のプ

リオン病発症の関係は興味深いものがある。

2)プロペン環は脳細胞のスポンジ化に影響か

本誌 65巻 3号の拙文 1)の中で，プロベン環脂肪

酸によるスポンジ卵と BSEのスポンジが共通ワー

ドと指摘した。それに対し「細胞学を専攻したが，

スポンジ卵は組織的なスポンジでないjなど数人か

ら組織検査せず安易な反論を受けたが，その卵黄は

粘度が高く茄でればスポンジボール的弾力を示す

ことから，その弾力源は BSEの脳細胞同様に「組

織的にスポンジ状j と推断する。換言すれば，綿実

やカポックのプロベン環脂肪酸の悪魔的な生化学

エネルギーは，脳細胞のスポンジ化に影響する可能

性が高い。

3)プロペン環によるヒナの神経症状と BSEの類似性

カポック油のプロベン環脂肪酸によるヒナの神

経症状は， BSEの衝撃的な神経症状に共通する。し

かも鶏やラットにおいて，プロベン環脂肪酸の影響

は親世代よりも子世代で顕著に発現するが，その極

めて長い潜伏期間は BSEに似ている。 BSEも世代

を超えた潜伏があるかも知れない。

4)プロペン環によるスポンジ卵の進行状況と BSE

の類似性

プロベン環脂肪酸によるスポンジ卵の性状は，産

卵後の冷温貯蔵中にもゆっくり進行するが 4，5)，こ

れは生化学的な化学反応の結果と考える。同様に

BSEにおける異常プリオンの正常プリオン伝達速

度も，ゆっくりしていて潜伏期聞が長い。摂取した

綿実のプロベン環脂肪酸が正常プリオンに作用し

て，異常プリオンを生成する機序も生化学的な化学

反応によると推察する。

5)BSE異常プリオンの伝達方式の特異性

BSEは生物学的感染症のコッホの原則に当ては

まらず，かっプリオン蛋白質には生命の設計図とい

える核酸 (DNA，RNA)がなく， BSE異常プリオン

の病原活性は 1300Cで失活しない。したがって，

病原体は生き物でなく，その伝達方式は生物学的な

感染増殖でないと推断する。

6)綿実の毒性成分の生化学的活性は強大
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綿実や綿実粗油は，有毒なプロベン環脂肪酸とゴ

シポールを含むので、男性不妊の原因物質として周

知されている。同様に，カイコ蛾の性フェロモン生

合成の阻害 16-ωやニジマスの肝細胞癌の増加 11)な

ど，綿実中の両成分の生化学活性は非常に強い。特

にプロベン環脂肪酸は，化学反応上の爆発的ひずみ

エネルギーを持っている。

7)アオイ科植物のプリオン病関与の可能性

アオイ科植物の綿実が BSEに関与するとすれば，

非定型 BSEの単発的な発覚も納得できる。同様に

綿実，カポック，八つ手青相などのアオイ科植物は，

羊や山羊のスクレイピーを始めプリオン病との関

連が考えられる。

8)プロペン環によるプリオン蛋白質異常化の機序

前報(その 1)の 14.肉豚におけるプロベン環

脂肪酸の使用目的と作用機序」で記述したが，プロ

ベン環はプリオン蛋白質の含硫アミノ酸の硫黄 S

との結合活性が強いと考えられ，プロベン環二重結

合の爆発的な生化学エネノレギーは正常プリオンの

硫黄 Sに作用して異常化する可能性がある。

9.ヒト脊髄小脳変性症における

プ ロペ ン環 の関与の可能性

原因不明の疾病は難病とされているが，その原因

は必ず存在すると考えている。それが遺伝子や染色

体の突然変異であったとしても，突然変異を起こす

原因が存在すると考える。筆者は半世紀前 (1962

年)に，わが国における豚の「皮膚不全角化=争発育

不良」が亜鉛欠乏によることを発見し，その 17年

後に鰻の亜鉛欠乏による「皮膚異常(厚く硬い)=宇

短躯症=宇一部に頚椎の圧縮変形Jを経験した。現在，

亜鉛欠乏によるヒトの「味覚障害，皮膚障害=宇短躯

症j は定説である。また，犬(特に室内犬)の手作

り食において，亜鉛欠乏による「皮膚障害」が発症

している(愛動協埼玉支部講演会，荒井延明獣医師

2014年)。これらの事実から得た「各動物の栄養と

食べ物は基本的に岡山の視点で，脊髄小脳変性症

について考察する。

Wikipediaによれば，脊髄小脳変性症は運動失調

を主な症状とする神経疾患の総称。小脳および脳幹

から脊髄に掛けての神経細胞が徐々に破壊消失し

てし、く病気であり， 1976年に 16番目の特定疾患に

認定。 2000年現在のわが国の患者数は 2万人弱で，

中年以降に発症多いが若年期に発症もある。日本で

は遺伝性 30%，非遺伝性(孤発性)70%である。病

状の進行は，個人差があるものの， 1O~20 年単位で

徐々に進行する(以上Wikipediaより)。

わが国の食生活において一般的な食材である国

産豚肉の多くは，カポック由来のプロベン環脂肪酸

が残留する。また，綿実のプロベン環脂肪酸とゴシ

ポールは，搾油精製工程の水素添加や加熱によって

除去あるいは無害化するといわれているが，残留す

る場合もある叱綿実油は常食した時代があり，今

でもプレミアム的な食用油あるいはマーガリン等

の素材として使われているので摂取する。

これらの食材に含まれているプロベン環脂肪酸は，

スポンジ卵やヒナの神経疾患を起こすことは事実

であり，豚の神経疾患と脳細胞スポンジ化の原因物

質と推察されることから，脊髄小脳変性症(症候群)

の原因物質の一つである可能性がある。このことに

ついて，全国脊髄小脳変性症・多系統萎縮症友の会

顧問で群馬大学大学院医学系教授に意見を聞いた

が， 1 (前略)非遺伝性の脊髄小脳変性症は，プロベ

ン環脂肪酸のような物質が原因で起こっているか

もしれない。 BSEでも遺伝性の脊髄小脳失調症でも

原因物質が神経細胞内に蓄積して神経を障害する

こと，原因物質がシナプスを越えて伝達すること，

は共通している。(後略)Jとの丁重な返信を貰った。

1 0 プロペン環に関する研究課題

プロベン環脂肪酸は，親鶏が食べれば神経疾患の

ヒナを産むが，ヒトと同じ晴乳類のマウスにおいて

発癌性があり，同じくラットにおいて多量摂取すれ

ば死産 100%，少量でも死産の危倶と子世代の生殖

に影響する。衝撃的である。プロベン環脂肪酸の悪

魔的ひずみエネルギーは，脳細胞や神経細胞を損傷

する可能性大である。

これらを総括し，実践飼料学に半世紀携わって

培った感性と老人力(美尚中)に基づいて，プロベン

環脂肪酸に関する研究課題を挙げる。

1 )豚ダンス病(先天性痘筆症)の原因

2) プリオン病の異常プリオンの新規生成

3) ヒト脊髄小脳変性症との関連

カポックや綿実のプロベン環脂肪酸がスポンジ卵

等の異常卵，ヒナの奇形，ラットの生殖異常，マウス

やニジマスの発癌に関与することは事実である。
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したがって，プロベン環脂肪酸が残留する豚肉の

毒性は，確定的であり実験するまでもない。豚への

給与中止は決断の問題なので，研究課題から除外した。

アイデ、ィア段階だが，アルツハイマー認知症，子宮

頚痕予防ワクチン副作用，少子化の副因，早発卵巣

不全の副因， (より多く豚肉を食べると思われる)

女子運動選手の無月経の副因などに及ぼすカポッ

クや綿実のプロベン環脂肪酸とゴシポールの可能

性に注目したい。

1 1 .おわりに

食品・飼料会社に入社当初，豚の世話をしたこと

もあって，家畜の中で豚に最も親しみを感じる。豚

肉，特に三枚肉が好きだが，本稿を書いている内に

国産は敬遠するようになった。かつて，社内で肉豚

飼料のカポック油中止について，消費者視点でなく

生産者(養豚家)視点の営業部門を説得できなかっ

たが，養豚部門を持つ大手の食肉会社には，カポッ

クの毒性を直接説明して理解して貰った。半世紀前

にカポックによるヒナの奇形誕生を隠ぺいした反

省を込めて，豚のカポック油中止と豚ダンス病の原

因究明を心から願っている。

良識ある複数の飼料メーカーは，カポック油の使

用中止に前向きであるが，業界全体で取り組む課題

であり，行政による指導が必要である。本誌 65号

の拙文掲載 1)(こ当たっては事前に，原稿素案を国の

行政窓口に持参して相談したが， f後日に回答」と

いうまま回答なく終わった。食品安全委員会事務局

にもカポック油給与豚肉の食の危険性について

メールしたが，その返事は「専門家が科学的に判断

するJ，で、あった。「カポック油による神経症状の奇

形ヒナ誕生」を確認したのは，わが国のスポンジ卵

の原因がカポックなどのプロベン環脂肪酸である

ことを半世紀前に発見した仲間たち高齢者数人で

ある。委員会の専門家が，カポック油の恐ろしさを

知らないとすれば期待できない。

筆者は一般的な添加物の効用はポジティブに捉

えているが，プロベン環脂肪酸の毒性はダイオキシ

ン並みに危険である。豚のカポック泊中止の動きが

見られなければ，訴訟も選択肢である。万ーにもプロ

ベン環脂肪酸の毒性は無いと証明されれば，それは

好ましいことであるが，筆者の技術士名称は返上する

覚悟である。

綿実やカポックのアオイ科種実による，異常プリ

オン生成およびヒト脊髄小脳変'性症の究明は，国や

大学の研究機関に望むが未来の歴史に委ねる。

付記:前報(その 1) 2. の「中国の弾力卵」に

関する埼玉県知事との交換メール

(当該メールの本文付記については上田知事の了解

済み)

1)本揮清治様埼玉知事上田清司 (2012/10/1)

私あてにメールをお寄せいただきありがとう

ございました。私は国家間でぎくしゃくしている時

こそ，自治体や民間レベルではしっかり交流する

べきだ、と思っています。しかし，友好提携 30周年を

迎える山西省への今回の訪問は，山西省政府と協議

を重ねた結果，現下の情勢を踏まえやむを得ず延期

することにしました。残念です。環境が整えば改めて

訪問を計画したいと考えています。食の安全を危険

にさらす弾力卵や綿実粗油のお話を伺い，こうした

問題の原因を究明するためには国境を越えた民間

レベルでの共同研究や交流が大事だと思いました。

また，我が国の危機管理対策のためにも，自治体や

民間レベルで友好を深めることは必要なことだと

改めて感じました。貴重なお話，ありがとうござい

ました。

2)上田知事宛本津清治 (2012/9/29)

9/28の読売夕刊によれば訪中延期とのことですが，

現在の日中間トラブルが沈静化して山西省を訪問

することになった場合にお役に立てば幸いです。

かつて飼料会社勤務当時の同僚が上海で事業して

いて，彼からの E メーノレによれば， f弾力卵」が

山西省太田市で発生したとのことです。この弾力卵は，

ゆで卵の黄身がスポンジボールのような弾性に

なることからの俗称です。現地では飼料説と冷凍説

があり原因未確定ですが，日本では半世紀前に発生

しました。原因は産卵鶏飼料に配合したアオイ科の

「カポック油粕」や「綿実油粕」の残油中のシクロ

プロベン脂肪酸であることを究明し，解決しました。

日本では「スポンジ卵Jと呼んでいましたが，この

有精卵(生)を癖化すれば， f死に籍り」や「奇形ヒ

ナ」になることから食の安全上，非常に危険です。

「奇形ヒナ」の事実は社会的影響を恐れて，学会発

表せずに隠ぺいしたことを反省しています。なお，

数年前に中国で未精製の綿実粗油を食べた村の人達
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が不妊になった例がありました。これは綿実粗油中の

「シクロプロベン脂肪酸Jと「ゴ、シポールJが原因

と推察します。
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【農業畜産情報】

肉製品のお土産に レッドカード!

ブ ラ ジ ル W 杯観戦で農水省

農水省は，サッカーの第 20回ワールドカップ(W杯)ブラジル大会の開催に合わせ，ブラジノレへの渡航者に

対して，同国から日本にハムやソーセージなど肉製品を土産品として持ち込まないよう呼び掛けている0

.持ち込み注意呼び掛け

海外からのほとんどの肉製品は，免税j苫で購入したものも含めて日本に持ち込みができない。ブラジル

の場合，牛海綿状脳症(BSE)発生国で，豚肉も口蹄疫が清浄なのは一部の地域にとどまる。ブラジルは食

肉消費量が多く，サッカー観戦のために渡航した日本人が土産として日本に持ち込む可能性がある。この

ためポスターやパンフレットを作成し，成田空港など主要空港で掲示する他，旅行代理屈などを通じて渡

航者に注意喚起している。

口蹄疫や烏インフルエンザなどの家畜伝染病は，海外から持ち込ませないための水際対策が重要だ。肉

製品はたとえ伝染病の清浄国であっても，その政府発行の検査証明書がない場合は日本に持ち込みができ

ない。だが，検査証明書が付いている土産品は，ほぼないのが実情。農水省は，人や物の移動が活発にな

る夏休みや年末年始，大型連休などに合わせて周知活動を行っている。
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