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エゾシカと重金属をめぐる諸問題

~鉛に注自して~

北 原 理 作 法.

十は じ め に

各種の産業活動から排出される重金属を含んだ

排水および排煙による水闘環境や土壌ならびに大

気の汚染は，水俣病やイタイイタイ病など様々な社

会問題を引き起こしてきた。 雨水や河川iを通じて拡

散するため，深刻な健康被安や生態系への悪影響を

及ぼす可能性が高く，その汚染防止はきわめて重要

である。現在では環境政策の整備や罰誌の環境意識

の向上により，被害は減少傾向にある。

鉛に目を向けると， 1970年代まで有鉛ガソリンが

広く HJし、られていたが，大気汚染の原因となるため，

日本では 1975年に自動車問レギュラーガソリンは

完全然鉛化された(プレミアムガソリンを含む完全

然鉛化は 1986年)。例えば， • 1961 ~2002 年までの

スロベニアに生息するノロジカの雄の角 Iこいの鉛濃

度の変化によって，ガソリンの無鉛化のような社会

的な鉛汚染対策の変遷を再現出来たと報告されて

いる (Pokomyet a/. 2004) 。一方，ドイツでも 1932~

1998年までのノロジカの雄の角の鉛波茂の変化を

調査した結果，様々な公害対策が講じられた後の

1990年以降に捕獲されたシカの鉛濃疫が低いとさ

れる (Kierdorfet al. 2000) 0フィンランドのヘラジカ

の肉や内臓の分析でも，ガソリン無鉛化による変化

が示唆されている (Venalainenet al. 2005)。

また， 3錨所を!徐き{木!廃止鉱山であるが，北海道

内には，金属系，非金属系合わせてし 200を超す鉱

山跡地があるとされ，現夜でも環境基準値O.Olmg/1

を超える重金属が一部の鉱山跡地周辺の河川水な

どで検出されている(石川ら 2003)。スロベニアの鉛

鉱山地帯に生息するノロジカやアカシカにおいて

も，環境基準(肉 0.5mg/kg，内臓1.Omg/kg)を k回

る濃度の鉛が，肉や内u裁から検出されている

(Doganoc & Gacnik 1995， Pokomy & Ribaric-Lasnik 
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2000)。さらに，鉛鉱山地帯で、捕獲されたオスジカの

角から，荷濃度の鉛が検出されたと報告されている

(Pokomy et al. 2009)。

北海道における鉛に隈する社会関題に白を向け

ると，猿禽類の鉛中毒が 1990年代半lまから特に大

きな話題となった(務藤 2006)0鳥類やエゾシカを猟

銃捕獲する場合，長期間にわたり散弾，ライフル持

ともに鉛製の弾が用いられてきた。鳥類には砂のう

に小石の粒を蓄える穏が存在する。 71<烏で、は，湖底

に沈んだ泥や小石等と共に堆積した散弾をついば

むことで，また，猛禽類のうち特に越冬のため北海

道へ飛来するオオワシやオジロワシは，狩猟後111野

に放置されたエゾシカの残搾に含まれる持の破片

を飲み込むことで，鉛中毒が引き起こされ，処置が

手遅れになると死に至る(ヨ斉藤 2006)。実際， 2001 

年 5月に有客観除により捕獲された野生エゾシカ 3

個体全てのロース向から 7mg/kgの鉛の検出が報告

されており(隈本ら 2004)，鉛弾により仕留められた

トナカイやオジロジカの肝臓や筋肉からも，高濃度の

鉛が検出されている (Tsujiet al. 2009)。対策として，

鉛以外の銅製ライフル弾などが製造されており，北海

道では 2000年の猟期からエゾシカ猟における鉛ライ

フル弾の使用を禁止し， 2001年猟期から鉛散弾の禁止，

2004年猟期からエゾシカ用lこ限らず，全ての狩猟にお

いて大型獣捕獲尽の鉛ライフル弾および粒径7mm以上

の鉛散弾の使用を禁止した。しかし，過去に湖沼に堆

した鉛散弾や射殺場における土壌汚染の影響(環境

2007，松古ら 2007)や，密猟による鉛中毒の発生は

現在でも完全には阻止出来ていなし、(務藤 2006)

(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ skn/ sika/lead/ 

lead. htm)。また，岡本ら (2004)が分析した 2001年

5月の有害駆除個体は，鉛ライフル弾使潟禁止，

鉛散弾使用可能な期間中であった。

一方，平成24年 3.R1臼から， r愛がん動物用鏑料

の安全性の確保に関する法律J(ベットフード安全法)
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10%に換算したベットブード中の

3ppm 以内と設定される予定である

治ttp:/iwww.maぽ・ go.jpな/syouan/tikusui/ petfood/ 

htm!l。

2. エゾシカ原料のペット

フードの分析

のように汚染地帯において重金属吸

心jl、地物を草食動物なとやが好んで、採食した

ども陪題になりうる

る野生のエゾシカは，あらゆる環境

し，水や作物および野E衣類の保食を過して，

と考えら

れる一方で，抵アレルギーやie-;i蛋白低絡IJ方なジピエ

して，人間の食材た、けでなくベット原料としても

科引されている。これまで， ;It海道によるエゾシカ

処浬マニュアルの第定など家音陪様の衛生

ヂ聞して，安全安心の議論はされてきたが，

いと忠われる。

ここでは殺物などを混ぜていない無添加ベット

フードとして市販されているエゾシカのモモ肉，

心臓， JIiIiを原料にしたおやつ(水分合泣 6.3~ 

9.1%のドライフ-F)について鉛合金を定詰した。

ヱゾシカのそそ肉，肝臓，心臓， Jliliは，それぞれ

5点ずつ，乾燥給砕し，試料 0.5gを硫酸一過酸化水

ぷ;)(分解法で処理した試料液を用いて，原子吸光器

により鉛濃度を定量した。なお，今回供試した原料

:土，栴走，胆振および日街地域で 2008~2009 年(捕

獲:こ捺して鉛弾の使用禁止期剖)に捕獲された僧体

(性齢不明)に由来するものである。

今自分析したエゾシカの肉および内JTi若手漬からは，

乾燥モモ肉サンプル l点(水分含泣 7.3%)からのみ

l. 2ppm 濃度の鉛が検出され，その他不検出で、あった。

表 l エゾシカ|勾および内燃類の鉛波茂

守ンフル

エゾシカモモ肉 (11=5)

エゾシカ肺 (11=5)

エソシカ心1絞(11=5)

エソシカ11Ft.偽 (11ご5)

ND(不検出)

鉛波茂 (ppm)

1.2 (11= 1) ND (11=4) 

ND (11=5) 

ND (11=5) 

ND (11ニ5)

欧米の生肉(水分約 75%と仮定)の基準値 (1勾

0.5mg/kg)を乾物換算した値である基準値約 2ppm

と比較しても許容範|濁内であり，ベットフード安全法

の新基準値 3ppmと比較しても許税範囲内であった

(表1)。

今回は，試験的な分析で、あったが，ある特定価{本

が偶然高い値を示す場合と，地域個体群全体が広j或

汚染されている場合では，資源手Ij用という観点から

評価が全く異なるであろう。また，ベットの健康に

対する影響を考えると，おやつのような稀に少量与

えるベットフードと総合栄養食のように毎お主食

として与え続けるベットフードの分析値が同じ意

味を持つわけではないと恩われ，後者の方が厳格な

基準の設定と遊守が求められるだ、ろう。

3. 環境モニタリング指標種

としての活用

健康被害が直ちに出るほどの汚染地帯の特定は

容易で、あるが，それ以外の汚染源は，土壌や7J<.'Nの

分析による発見や，長期間汚染された食品を摂取し

諸税することで健康被害が生じ，初めて特定される

場合も少なくない。

毎年生え変わり，短期間に成長するノロジカの偽

は保存状態も良く，鉛のような重金属による探境汚

染の変選、を知る上で，婆な手矧、かりになり，ノロ

ジカの行動闘といった狭い範1mで、起こりうる環境

変化のそニタリングにも役に立つとされる

(Kierdorf et al. 2000， Pokorny et al. 2009)。

このように，草食動物と餌である捕物などの関係

において，重金属摂取という観点から調査すること

は，我々の健淡被害リスクを低減することにも繋が

るであろう。また，近年あらゆる環境で捕獲された

野生の鹿肉の資源利用が進んでいるが，衛生処現と

いう親点だけでなく重金属摂取という観点からも，

食肉としての安全'生の総保が重要であると|潟H寺に，

多様な環境に適応し広域的に分布しているシカを

指標種として，餌植物，水，土壌，およびペンキな

どの塗料に含まれる鉛の汚染源の早期発見や環境

の変化をモニタリングする{木市IJの整備も行いやす

くなると思われる。実ー際，福島県およびその河辺の

県に生息しているシカやイノシシからは，館となる

縞物や土壌の汚染と連動して，規制{症を超える放射

性セシウムが検出されている。
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シカの解体処理場に持ち込まれるエゾシカは，いつ

どこで捕獲された個体かトレーサピリティ可能で

あり，肉だけでなく肝臓などの内臓類の分析も可能で

ある。しかし，角や肝臓からではなく，間本ら (2004)

が著しく高い伎であったと報告しているように，

肉から欧米の基準を大きく上回るような鉛が検出

される場合には，鉛を多く含んだ餌の摂取で、はなく，

本州において現在も使用可能な鉛弾の道内におけ

る違法使用の疑いも考えられる。鉛弾を用いて捕獲

した鳥獣肉(ジピエ)はへノレシーな食材とは言い難

く，北海道による鉛弾使汚禁止措援は，自家消費に

伴う狩猟者の健康被害のリスクも低減したと思わ

れ正しい半IJI析であっ
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