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ペットフード疑似科学を科学する (2) 

そのベットフードは安心ですか?

本津清 治*

第 3章 各 動物の基本的

栄養は皆同じ

1.動物別でなく動物横断的に考察することが大切

ベットフードや飼料の研究開発・品質管理・製

造・販売の業務の中で，ベット(犬・猫)を始め，家

畜(牛・豚)，家禽(鶏・詩・家鴨)，養魚(鯉・鮎・

虹鱒・鰻・鯛・鯨・僻・フグ)などの動物の食べ物

に携わって半世紀になります。動物横断的な実践栄

養学において，失敗と成功を重ねた結果， I各動物

の基本的栄養は皆同じ」に気づきました。それを気

づかせた原点は，豚と鰻におけるE鉛欠乏症です。

鰻の亜鉛欠乏症は，豚の亜鉛欠乏による皮膚障害を

究明してから 17年後に発生しましたが，動物横断

的に考察していれば鰻の亜鉛欠乏症による大損害

は防ぐことができたと反省しました。

2. .9E:鉛欠乏症の共通性

1960年代初頭，わが国で豚に原因不明の「皮膚障

害」が発生しましたが，筆者は亜鉛欠乏であること

を究明しました。その 17年後に，筆者が関与して

いた養鰻飼料を給与した鰻でE鉛欠乏症が発生し

ました。症状は「皮膚異常(厚く硬し、)=争肥満的な短

躯=宇一部の鰻に頚椎の圧縮変形」で，成鰻の市場性

が無くなることから大損害を受けました。なお，豚

と鰻の亜鉛欠乏症において，同じ飼料を食べていて

も発症する個体と発症しない個体がありましたが，

いずれも発症した個体は、飼料を沢山食べて発育が

良いものでした。

近年は，ヒトの亜鉛欠乏による味覚障害，皮膚障害，

短躯症は定説です。手作り食による犬(特に室内犬)

で亜鉛欠乏による皮膚障害，脱毛を荒井延明獣医師

(愛動協埼玉支部講演会.2014年)が報告していますロ)。

各動物やヒトにおいて亜鉛欠乏の症状は類似して

います。亜鉛に関する詳細は第 7章で後述します。

*技術士(農業部門)/生涯学習インストラクター(イヌ学)

愛玩動物飼養管理土(一級) (SeリiHonzawa)

3. 食塩の不足と過剰における共通性

ヒトの食事は食塩が多いので，猫に与えない方が

良いと言われていますが，食塩の摂り過ぎが悪いの

はヒトでも常識です。外食産業や加工食品において

は，味を良くして売り上げ増加目的で食塩量を多め

に使いますが，家庭料理の食塩量は市販キャット

フードとほとんど同じです。

食塩は全ての動物において必須栄養素ですから，

摂取量が少なければ欠乏症になります。近年，熱中

症が多い原因として，揺りやすい高齢者の人口が多

いこともありますが，日本人の平均摂取量は多くて

も，個々には食塩を制限し過ぎによる熱中症もある

でしょう。鶏は食塩の摂取量に比例して飲水量が多

くなり軟便~水様便になりますが，水様便を防ぐた

めに食塩量を制限し過ぎれば，有精卵の僻化率は低

下します。野生の鹿が増えている主因に， (高速)自

動車道で凍結防止目的に撒く塩が挙げられていま

す。野生の鹿にとって不足がちな塩を食べられるの

で，繁殖旺盛になっていると言われています。

栄養はバランスです。食塩に関する詳細は第 7章

で後述します。

4. ビタミン Dの欠乏と過剰における共通性

ビタミン D が各動物において必須栄養素のことは

周知の通りですが，その過剰症による死亡事故が 1990

年代に市販キャットフードで頻発しました ω。ヒトに

おける過剰症は 1938年に報告されていて，脂溶性ビ

タミンDの過剰症が危十具されることは，栄養学の教科

書に掲載されています 16)0 I各動物の基本的栄養は皆

同じ」を認識していれば，猫のビタミンD過剰による

体内カルシウム沈着や死亡事故は無かったで、しょう。

ビタミンDに関する詳細は第7章で後述します。

5 酸化油脂とビタミン Eにおける共通性

1)半世紀前の残飯養豚による黄色脂肪症(黄豚)

飼料統制の廃止 (1950年)，飼料品質改善法(飼料

安全法の前身)の公布 (1953年)に次ぐ飼料原料の
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関税ゼロ化(1954年)によって，配合飼料業界は禁明

期を迎えました。

その当時の養豚は食堂や鮮魚屈などの残j宰を煮

沸給与する残飯養豚が主体でしたが，残津中の古い

植物油や鮮度の悪い魚あら中の酸化油の給与に

よって，豚肉の脂身が黄色(過酸化変性による黄色

脂肪症)になりました。この黄豚(きぶた)は，抗酸

化作用のあるビタミン Eの実験的な大量投与で予

防・改善しましたが，ビタミンEは高価だ、ったので

実用化しませんでした。

2)市販キャットフードの総合栄養食による黄色脂

肪症 14)(花岡莱利子ら東京大学.2013年)

猫の黄色脂肪症は，体脂肪の脂質過酸化産物の黄

褐色セロイド色素沈着によって炎症を生じます。花

岡らは， IAAFCO(アメリカ飼料検査官協会)認定の

総合栄養食 7)を給与する場合でも，食事管理におい

て黄色脂肪症の注意必要j と警告しています。

ベットフード中の脂質は，そのま』体脂肪として

移行蓄積される部分が多いので，フード中の油脂の

質(不飽和度や酸化度)・量に対するビタミンEなど

の抗酸化物質不足は，かつての黄豚と同じ黄色脂肪

症の原因になります。総合栄養食の過信は危険です。

3)養殖魚におけるビタミン E の欠乏症と大量添加

の共通性

かつて養殖鯉に蛋白質源としてカイコの乾燥さ

なぎや魚粉を与えていましたが，これらの原料は酸

化した油脂を多く含みますので，ビタミン E欠乏症

(背中が痩せる背こけ)が発生しました。この経験か

ら，酸化し易い魚油を大量に給与する鰻や鯨などの

養殖魚飼料には，抗酸化作用のあるビタミンEを大

量に添加しています。

6. キヤツトフードの蛋白質含量%がドッグフード

よりも多い理由

「各動物の基本的栄養は皆同じ」ですが，キヤツ

トフード中の蛋白質必要量%は犬よりも多いこと

も事実です 7，8)。その枝葉末節的な見掛け上の違い

について考察します。

1)猫は主成分が蛋白質の毛が犬より多い

一般的に猫は犬よりも毛が多いですが，ブロイ

ラー(肉鶏)も豚より羽毛が多いです。羽毛の主成分

は蛋白質ですから，羽毛の多い猫やブロイラーは蛋

白質を多く摂取する必要があります。

なお，ブロイラーの羽毛は食品にならないので，

蛋白質の必要量を節約する目的で無毛鶏の育種改

良を試みましたが，無毛では体温の維持エネルギー

が多くなり失敗した例があります。

2)猫は犬よりも不活発なので運動エネルギーの

消費量少ない

猫は犬よりも活動的で、ありません。童謡の「雪や

こんこん，犬は庭を駆け巡り猫はコタツで丸くな

る」また「犬は獲物を追い駆け，猫は身を隠して獲

物が近づくのを待つ」習性があります。すなわち，

猫は犬に比べて不活発で運動エネルギーの消費量

は少ないです。また，前記の通り猫は保温性に優れ

ている毛が多いので，体温維持エネルギーの消費量

は少ないです。したがって，三大栄養素の中で主要

エネルギー源の澱粉質の必要量は小さいので，結果

的にフード中の蛋白質比率が大きくなります。消費

エネルギーが少ない猫のフードの蛋白質含量%が

多いのは，不活発な「高齢犬jのフードの蛋白質含

量%が「成犬」より多いことや猫以上に不活発な保

温養鰻の飼料中の蛋白質含量%がキャットフード

以上に多し、(飼料中 45~50%) こと，と相通じます。

3)蛋白質必要量は摂取重量 gで示せば猫と犬は

ほlま同じ

動物の栄養基準は実用性を考慮して飼料中の比

率%で示しますが，本来は栄養成分の l日摂取重量

gで示しますので，犬と猫の蛋白質の摂取重量gを

比較してみます。例えば， H社の成犬用の蛋白質表

示量は 20%で成猫用は 30%で大差ありますが，成

犬(体重 5kg)の給与量は 100g/日に対して成猫(体

重 5kg)は70g/日です。すなわち，蛋白質の 1日摂

取重量gは，成犬 100gX20%=20gに比べて成猫70g

X30%=21gで大差ありません。

4)ペット化した猫はネズミを捕食せず肉食性でない

「猫は食肉目なので肉食性Jという間違った思い

込みが蛋白質必要量を増幅しています。健康長寿の

ための蛋白質必要量は，ヒトも犬も猫も基本的に同

じです。「猫は肉食性」の誤解についての詳細は第 7

章で後述します。
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第 4章 手作 り食 と

市販ペッ ト フ ー ド

( 総 合栄養食)

ベットフード会社の多くは I犬猫の栄養は独特

なのでヒトの食事でなく，市販ベットフードを与え

なさい」と言います。しかし，市販ドッグフード

よりも，手作り食を食べた犬の方が長寿との調査

結果があります。その研究報告の学会発表の動きを

知ったベットフード業界は，調査方法などに不備が

あると注文をつけて学会発表に圧力(ブレーキ)を

掛けました。このことについては，当時圧力を掛け

た側の元会社同僚から報告を受けましたが，その

十数年後には圧力を掛けられた側の東京農工大学

の元教授からも聞きましたので，間違いない情報

です。

1 手作り食の要点

1)ベットの手作り食の考え方(判断基準)

子供を健康に育てるための食事の考え方に同じ

です。難しく考える必要はありません。ベットに食

べさせて良いかどうかはヒトと同じ基準で判断し

ます。例えば，生肉や生魚は子供に食べさせて衛生

的に良いかの基準で判断します。犬猫はヒトよりも

野生的ですから有害細菌類に強いので，子供に OK

ならばベットにも OKです。小エピや小魚などのよ

うにヒトが丸ごと食べるのが良いものは，ベットに

も丸ごと与えましょう。

2)偏食的に一つの品目を大量に与えない

一つの品目について，ベットにはヒトが通常食べ

る量を体重比例で給与します。例えば，体重 50kg

のヒトが 1日に生卵 1個食べるとすれば，体重 5kg

のベットには 1日に生卵 O.1個を給与します。ヒト

が 1回にブドウ 1房を食べるとすれば，体重 5kgの

ペットにはヒトが食べる時と同じく水洗いしてか

らO.1房を給与します。このように食べさせていれ

ば，生卵やブドウだけでなく，玉ねぎもチョコレー

トもホウレン草もベットにとって健康長寿に良い

でしょう。偏食・的に大量に食べさせなければ，犬猫

だからといって特別な注意は必要ありません。ベッ

トもヒトもいろいろな品目を食べれば，栄養バラン

スが良くなります。これらに関する詳細は第 7章で

後述します。

3)野菜類はたっぷり

野菜類はヒトにとって，大腸ガンを始め胃腸障害

などの抑制に良いことが認められています。動物の

胃腸は，消化の良いものばかりを食べていると退化

気味にひ弱になります。野菜類は，食物繊維と共に

ビタミンが豊富ですから，具入り野菜スープなどに

して食べさせましょう。ただし，高齢ベットや高齢

者，胃腸が弱っているベットやヒトは，食べ過ぎる

と胃腸に負担が掛りますから注意しましょう。野菜

類に関する詳細は第 9章で後述します。

4)微量ミネラルE鉛の給与

土には亜鉛などの微量ミネラル類が含まれてい

ますが，土との接触が少ない室内飼育のベットは，

前記の通り亜鉛が不足しがちです 13)。ヒトのサプリ

メント(栄養補助食品)として亜鉛が市販されてい

ますので，それを砕いて与えると良いでしょう。 1

日給与量は体重kg当り， 1~2mg が目安です。例え

ば，体重 5kg の犬であれば、毎日 5~10mg を与え

ます。亜鉛は栄養素の中でも欠乏症が出やすいので

すが過剰症も出やすいので，与え過ぎに注意しま

しょう。

市販のドライフードには亜鉛などの微量ミネラ

ル類が添加されていますので，亜鉛不足の心配は少

ないでしょう。その点は市販ベットフードの数少な

い長所で，手作り食と併用も考えられます。亜鉛に

ついては第 3章に関連文を記述しましたが，詳細は

第 7章で後述します。

5)油脂量とビタミン E

ビタミンEは抗酸化作用がありますから，酸化油

脂などの悪玉の活性酸素を抑制しますが，その必要

量は給与油脂の量と質(不飽和度や酸化度)に比例

します。ヒトも同様ですが，油脂類を多く食べさせ

ている場合は，ヒトのサプリメント(食品)を使って

ビタミン Eを与えると良いでしょう。その給与量の

目安は，犬猫共にビタミン E(α トコフエロールな

ど)を 5~10mg/ 日です。脂溶性ビタミンの A ・ D.

E.Kなどは，体内に蓄積(貯金)しますから 1日分

を数日まとめて食べさせても OKです。
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2.手作り食は飼い主の愛情発現の欲望を満たす

愛情を発現したいという自己実現の欲望は，最も

崇高な欲望です。ベット用の手作り食を作るために

は，食べ物と栄養について多少の知識が必要ですが，

基本的には前記の通り「子供を健康に育てるための

食事Jを作れば良いのです。毎回作る手間の確保に

努力を必要としますが，それを乗り越えれば，ベッ

ト達に愛情を発現できることの喜びと満足感が得

られるでしょう。

3 総合栄食はペットフードの騎り

ベットフード公正取引協議会によれば["総合栄

養食とは，それと水だけで健康を維持する」という

ことで["完全食」を暗示しています。しかし，そ

れは科学的に遅れているベット栄養学やベット

フード学にあって無理・難題です。ベット栄養学に

比べて遥かに進んでいるヒトの栄養学においてさ

え，それだけを食べざるを得ない病人用「胃ろう食J

において，現在の品質に辿り着くまでに栄養欠乏症

など府余屈折しています。ベットフードに比べて合

目的に進んでいる畜産の配合飼料は，かつて完全配

合飼料と謡っていましたが，誇大表示ということで，

「完全j を削除して「配合飼料」とました。総合栄

養食はベットフードの騎りです。総合栄養食が本当

に完全食であれば，総合栄養食によるメラミン障

害・ビタミンD過剰障害・ストルバイト尿石症・猫

黄色脂肪症などの事故は無かったはずです。

この総合栄養食については，公正取引委員会のお

墨付き(告示 17)，承認、 18))があることを拠り所にし

ていますが，問委員会は商取引に関してのプロ集団

で、あって，栄養学やベットフード学についてはアマ

チュアでしょう。「総合栄養食」を毎食・毎月・毎

年食べ続けても健康というキャッチフレーズは，暗

に「完全食Jを掘っていて誇大表示です。公正取引

委員会は，誇大表示の片棒を担いでいることに気付

いていないようです。

4. ペットフードと食品と飼料の比較

ベットフードの第一の目的は，ヒトの食品に同じ

く「健康」です。畜水産飼料の目的の畜水産物生産

ではありません。一方，ヒトの食品はほとんど副食

ですが，ベットの総合栄養食は畜水産の配合飼料に

同じく「主食」です。この健康目的か生産目的か，

主食か副食かは大変重要です。すなわち，ベットの

総合栄養食は，その一品だけを毎食 10年以上食べ

続けても健康なことが必要ですが，このことは通常

の食品や飼料と決定的に異なります。

ヒトは毎回数十品目の食品を食べますから栄養

バランスを取りやすく，家畜や養殖魚は健康を犠牲

にしても畜水産物を生産します。その点でベット

フードは，食品や飼料に比べて栄養学的に難しく責

任が重いのです。この相違点の理解がないペット

フード作りは無責任です。

ベットフードと食品と飼料の比較 2)

食べ物 寸主戸e"Jj;瓦ふL云|両扇面一
1....L.d-. H H:'; ム | 対策例

ペット総合栄養食 |健十 主食 |総合栄養食+
!， " ' "  ''''' 1 =.Pl:.手作り食

1 _ "'" 1 "''' A>. 130品目以上の
人の食品 |健康| 面IJ 食 l摂取/日

畜水産の配合飼料|生産| 主食 iコンピュータでL | !配合設計

(木津原表作成)

5.手作り食と市販ペットフードを組み合せる場合

の注意点

手作り食は，総合的に市販ベットフードよりも勝

りますが，亜鉛が不足気味な点や犬づれドライブで

は適さないなどの短所もあります。一方，市販ベッ

トフードの長所は簡便性に優れていること，亜鉛な

どの微量栄養成分が強化されていることでしょう。

したがって，両者は組み合わせることによって相乗

効果が期待できます。手作り食に市販ベットフード

をトッピング的に補足すると良いでしょう。その場

合の最大の注意点は，市販ベットフード中のエトキ

シキン(酸化防止飼料添加物)の有無です。エトキシ

キンはベットフード製造時に添加しなければ，チキ

ンミールなど原料由来のエトキシキンが含まれて

いても表示しません。肝臓障害を惹き起こすと言わ

れているエトキシキンについては，ベットフード

会社お客様相談室に依頼して， 日本食品分析セン

ターなどの信用できる分析報告書を見せて貰いま

しょう。
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第 5章 ペッ ト フ ー ド 安 全 法

の 課題

l ペットフード安全法と飼料安全法の公布と主旨

2008年にベットフード安全法が公布されるまで，

ベットフードについては行政窓口が不明確で、業界

による微温湯的な自主規制でした。 20年来，ベット

フード講演会などで行政による規制の必要性を訴

え，本誌 54巻第 6号(2000年)でも規制の必要性を

提言しました 1)。

ベットフード安全法は，飼料安全法に 33年遅れ

て公布されましたが，内容的には飼料安全法に追い

付いていません。その最大の根拠は栄養成分につい

て，飼料安全法に有る法的な公定規格がベット安全

法には無く，業界の自主的栄養基準に基づいている

ことです。ベットフード安全法制定の中間報告の時

点で，当局に栄養成分規格の法定化を要請しました

が，安全法の「安全Jの対象は農薬やメラミンなど

の有害物であり，栄養成分は対象でないとの回答で

した。その担当者は栄養素の不足や過剰が有害であ

ることを知らないのでしょう。「栄養はバランス」

ですから，蛋白質の過剰は健康に悪いと周知されて

いますが， ミネラノレ(特に亜鉛)や脂溶性ビタミン

(特にビタミンD15，ω)の不足や過剰による障害も栄

養学において常識です。

2.基本的な課題

現在のベットフード安全法はベットフード業者

の視点による内容になっていますので，まずベット

と飼い主の回線に沿った内容に改正したいです。次

にベットフードは毎食・毎日・毎週・毎月・ 10年以

上食べ続ける (AcceptableDaily Intake)という認識に

基づいて改Eをしたいです。

3. 添加物

抗菌性添加物は使用禁止ですが，保存料などは生

産性が主目的の飼料添加物(特にエトキシキン)を

認可しています。ベットフードにおいて，ビタミ

ン・ミネラノレ・アミノ酸などの栄養素は飼料添加物

でも良いと思いますが，栄養素以外は健康が主目的

の食品添加物に限定使用したいです。添加物に関す

る詳細は第 6章で後述します。

4. 品質表示票

1)添加物の表示

表示対象の添加物は， r製品」のペットフード製造

時に添加するむので， r原料(チキンミールや魚粉な

ど)Jの製造時に添加する添加物は表示対象外です。

すなわち，ほとんどのチキンミールや魚粉に添加さ

れていて，有害性が周知されている抗酸化飼料添加

物のエトキシキンも，ベットフード製造時に追加添

加しなければ表示しません。したがって，エトキシ

キンは不表示のベットフードでも，定量分析すれば

検出される場合が多々あります。

2)原材料と栄養成分の表示

原材料(トウモロコシやチキンミールなど)の表

示は法的規制を受けますが，前記の通り栄養成分

(蛋白質や脂肪など)の公定規格が有りませんので，

その表示は法的規制でなく自主規制です。法的規制

は違反すれば処罰あるいは行政指導されますが，自

主規制は守らなくても処罰されませんので，両者の

順守の重みが違います。品質表示票には r処罰対

象の原材料表示Jと「処罰対象外の栄養成分表示」

が混在しています。この処罰の有無や前記のエトキ

シキンの不表示は，ほとんどの消費者(飼し、主)が知

らないでしょう。なお，畜水産飼料は公定規格が有

りますので，原材料と栄養成分の表示違反について

は，し、ずれも飼料安全法に基づいて処罰や行政指導

の対象です。

3)栄養成分の表示方法と公定規格化

栄養素は不足でも過剰でも有害ですから不安全

ですが，現在の自主基準において，その成分量は

00%以上(下限)または00%以下(上限)の「いず

れか」で表示されます。この表示方法は畜水産用の

配合飼料に準じたもので，ヒトの健康目的の食品に

は使っていません。蛋白質と脂肪は00%以上で示

しますが，過剰に食べれば有害ですから r以上~

以下」で表示したいです。一方，繊維と灰分は00%

以下で示しますからゼロ%でも違反になりませんが，

大切な栄養成分ですから，同様に「以上~以下」で表

示したいです。それを法的に公定規格化したいです。

5. 賞味期限

ドライ・ベットフードの賞味期限は，ヒトの食品

に比べて非常に長いです。それは輸入ベットフード

会社に配慮している結果です。外国産ベットフード

のほとんどはコンテナ船を使って輸入しますから，

その輸送時間は長いです。したがって，輸入ベット

フード会社にとって賞味期限は長くした方が都合

良いのです。ベットフードの賞味期限は，ベット
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フード会社視点の物流期間でなく，消費者(飼い主)

視点の品質保持期間を優先考慮して決めたいです。
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