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第3章 4.養殖魚と家畜の汚染(1/3)

●養殖魚は化学物質漬け

世界初の魚の養殖は日本
１９２７（昭和２）年、香川県東部の安戸池ではまちの養殖に成功しました。これが世界で初
めての魚の養殖でした。

はまち、たい：今は養殖が大半
その後、日本の漁業は１９７０年代初めまでは天然ものが主力でしたが、２００カイリ水域か
らの撤退や沿岸での天然魚の減少もあって、今では生産量の２割を養殖が占めるようになりま
した。

２００６年の養殖ぶり類（はまち等）の収穫量（約１５万４０００トン）は天然（約６万
９０００トン）の２．２倍、養殖まだい（約７万２０００トン）は天然（約１万６０００）の
４．５倍です。

※代表的な養殖魚である「ぶり」（左）　「まだい」（右）：ＷＥＢ魚図鑑より

このほか、ひらめ、ふぐ類、くるまえび、しまあじ、さけ・ます類なども養殖が盛んです。ま
た、輸入養殖魚もたくさんあります。

日本の主な養殖水産物
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ぶり（はまち）、まだい、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、ま
あじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるま
えび

背中の曲がったはまち――切り身や刺身で販売
順調に市場を拡大してきた養殖魚ですが、１９７０年ごろから、背中の曲がった養殖はまちが
卸売市場にしばしば出回るようになりました。正常なはまちの３分の１くらいの値段で売買さ
れていたこの「奇形はまち」は小売店の店頭では切り身や刺身にして売られるため、奇形魚だ
と分からないまま、消費者が口にしていたのです。恐ろしいことです。

奇形の原因は猛毒のＴＢＴＯ
奇形の原因は何だったのでしょうか？

それは、養殖の生けす（魚網などで作った囲い）の漁網防汚剤として広く使われた猛毒・
TBTO（トリブチルスズオキシド）の影響だと指摘されています。

生けすの魚網には海藻や貝などが付着して目詰まりし、生けす内の水質悪化や酸欠を引き起こ
します。すると、魚の育ちが悪くなったり、病気になったり、死んだりします。しかし、漁網
を交換すると、手間がかかるうえ、魚に傷がついて商品価値が低下したり、病気になったりし
ます。そこで、猛毒・有機スズ（TBT）の化合物であるTBTOを魚網に塗りこんで海藻や貝が付
きにくいようにしたのです。

有機スズ化合物は、中枢神経系の障害や免疫低下、感覚障害、環境ホルモン作用が指摘されて
います。腎臓障害や肝臓障害の可能性もあり、蓄積性も高いので、妊娠中の女性から胎児への
影響も考えられています。

TBTOは９０年、法律で輸入・製造・使用が禁止されましたが、その後も不正使用を疑わせる
事例が報告されています。

奇形のたい
９４年７月、女性雑誌のカメラマンが、関西の魚市場で一般のセリが終わりかけたころ、病気
や奇形の養殖まだい（皮膚病のもの、目に異様な膜が張ったものや欠損したもの、頭が陥没し
たものなど）が売られるのを目撃しました。別の日にも、同じ市場で奇形の養殖まだい（ヒレ
が逆さになっていたり、尾がちぢれたものなど）がセリ売りされ、地元業者が競り落としてき
ました。店頭では刺し身や切り身にして売られるため、消費者は奇形や病気の魚と知らずに
買って食べることになります。

また、せきついに異常がある奇形養殖まだいが流通しているという報告もときどきあります。

奇形養殖まだいの背景には、ＴＢＴＯの不正使用の可能性があります。養殖の盛んな愛媛県で
９９ 年にTBT（有機スズ）入り漁網防汚剤の不正輸入が発覚しました。また、２００１ 年に
宇和海漁場環境調査検討会が出した宇和海（愛媛県）の環境に関する報告書に、「魚類養殖海
域では表層ほどTBT が富化しており、最近までTBT 防汚剤の使用が続いていたことがうかがわ
れた」との報告もあり、養殖現場でTBTOを使った漁網防汚剤が禁止後も秘密で使用されてい
る可能性があります。

えさに添加物（化学物質）満載
養殖魚の汚染はＴＢＴＯだけではありません。えさに含まれる大量の化学物質と病気治療のた
めの医薬品（抗生物質など）が養殖魚の体内に蓄積しています。

まず、養殖魚は何を食べているのでしょうか？

日本近海でいわしが豊富に獲れていた昔は生えさを与えることができましたが、現在は、魚の
切り身や魚粉などにたくさんの添加物を混合した「モイストペレット（ＭＰ）」という飼料が
中心で、「ドライペレット（ＤＰ）」という固形飼料も増えつつあります。

ＭＰは水分を含んだ固形飼料で、天然の魚なら普通は食べることのない脱脂粉乳や鶏卵、小麦
粉、米ぬか、大豆油粕、ビール酵母、大豆レシチン、植物油などが配合されている場合も多く
あります。小麦粉にはポストハーベストが残留しています。

また、ＭＰやＤＰには、添加物として、防かび剤や酸化防止剤、増粘剤、乳化剤、ＰＨ調整剤

品編）
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などたくさんの飼料添加物（化学物質）が加えられます。一部を下の表に示しました。

■養殖魚の飼料に使われている主な添加物■

1 「防かび剤」 プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プ
ロピオン酸ナトリウム

2
原料の酸化を抑制する「抗酸化
剤」

エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエ
ン、ブチルヒドロキシアニソール

3
飼料の粘結を補助する「粘結
剤」

アルギン酸ナトリウム、カゼインナトリウ
ム、カルボキシメチルセルロースナトリウ
ム、プリアクリル酸ナトリウム、プロピレン
ナグリコール

4
飼料の水や油とのなじみを助け
る「乳化剤」

グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エ
ステル、ソルビタン脂肪酸エステル等

5
たん白質のアミノ酸バランスを
補助して飼料効率を高める「ア
ミノ酸」

L-アルギニン・塩酸L-リジン・DL-メチオニ
ンL-グルタミン酸ナトリウム等

6 「ビタミン」
L-アスコルビン酸・イノシトール・塩化コリ
ン・塩酸チアミン・ビタミンA粉末・ビタミ
ンE粉末等

7
まだい・ぎんざけ・にじますの
色揚げを対象にした「色素」

アスタキサンチンと今年新たに認可されたカ
ンタキサンチン

8 香り付けを行う「着香料」

9 飼料のPHを整える「調整剤」 ギ酸等

10 甘味を加える「呈味料」 サッカリンナトリウム

11 消化を助ける「酵素」 アミラーゼ・セルラーゼ・フィターゼ・リ
パーゼ等

防かび剤をはじめたくさんの化学物質が入っています。これらが魚に蓄積され、人体にも取り
込まれます。

養殖魚は薬漬け
養殖魚を汚染しているのは、ＴＢＴＯや配合飼料中の大量の化学物質だけではありません。駆
虫剤や様々な抗生物質、抗菌剤が生けすに投入されており、養殖魚を薬漬けにしています。

養殖魚には、細菌感染症に効果のある抗生物質や、寄生虫感染症に効果のある駆虫剤、合成抗
菌剤、ビタミン剤、消毒薬、ワクチン、麻酔薬、ホルモン剤といった「水産用医薬品」が大量
に投与されています。

養殖魚になぜ薬が必要か
養殖魚になぜそんなに薬が必要なのでしょうか？それは、養殖魚が次のような理由で病気にな
りやすいからです。

えさの残がいやふんなどが生けす内に残り、水質が悪い。1. 
魚同士がぶつかり合って体に傷がつき、細菌に感染しやすい。2. 
小さな生けすの中で大量にひしめき合って飼育されるので、魚にストレスがたまる。3. 
過剰にえさを与えられるのと運動不足で、脂肪が多く病気になりやすい体質（人間の成
人病のようなもの）になっている。

4. 

現在は、えさに抗生物質や合成抗菌剤の混合は禁止されていますが、一匹でも病気になれば、
生けす全体に医薬品を投与できます。

また、獣医の処方せんや役所への報告も不要（＝つまりだれも管理していない）ので、事実
上、自由に投与できます。生けすの中は魚が超過密状態なので、病気の魚が出ると、あっとい
う間に全体に感染してしまいます。そこで、あらかじめ（違法に）薬を投与する可能性もあり
ます。
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発がん性や催奇形性
これらの抗生物質や合成抗菌剤のなかには発がん性や催奇形性が確認された薬も含まれていま
す。水産用医薬品を使用した場合、一定期間（休薬期間）は出荷できませんが、有害物質が魚
の細胞のすみずみに蓄積されており、人体に取り込まれることになります。

公的機関は、一部の医薬品について残留検査をしていますが、それもごく一部（抜き取り検
査）です。また、仮に検査をパスした場合でも、薬の含有濃度が基準以下なら売っても構いま
せん。

脂肪部分に化学物質が凝縮
過剰のえさと運動不足で太った養殖魚には、脂肪部分に添加物や医薬品の化学物質が蓄積しや
すいので、化学物質たっぷりの魚が食卓に届くということになります。

特に、油の乗った部分ほど添加物や医薬品に含まれる化学物質が凝縮されているのです。マグ
ロなら油の乗った「トロ」が高級とされていますが、天然ものでも養殖ものでも、油ののった
部分ほどさらに危険性が高まることになります。

耐性菌
抗生物質の害は発がん性や催奇形性、腎臓障害などで、第４章「薬は体に悪い！」でも詳しく
ご紹介しています。

抗生物質を多用すると、抗生物質がまったく効かない新たな細菌、「耐性菌」の発生にもつな
がります。耐性菌に感染すると、抗生物質が効かず、命を落とすこともあります。例えば、養
殖魚から人間にも悪影響のある耐性菌ＭＲＳ（メチシリン耐性ブドウ球菌）が検出され、心配
されています。
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えびの多くは輸入もの
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第3章 4.養殖魚と家畜の汚染(2/3)

●さまざまな魚介類と有害物質

えび
えびを世界で最もたくさん食べるのが私たち
日本人です。えびの養殖技術はかつて日本がア
ジア諸国に伝え、今や多くが輸入ものです。輸
入先はインドとインドネシアが際立って多く、
フィリピンやタイ、中国、ベトナム、マレーシ
アなどからも輸入しています。

養殖えびにも、病気による経済被害を防ぐため
に大量の化学物質が投与されています。中国産
冷凍くるまえびやベトナム産むき身えびから基
準値以上の二酸化硫黄（漂白剤）が検出され
たほか、インド産やタイ産のえびから抗生物
質や大腸菌が見つかったりしています。養殖池
にはマラチオン、パラチオン、パラコートなど猛毒の殺虫剤が散布される場合もあります。

建設中のえび養殖場
（写真：インドネシアで２００５年１２月撮影）

【報道事例】
◆中国えびから抗生物質検出 ：２００３年１０月
ニチレイ（東京都）が中国から輸入した養殖えびから食品衛生法で残留が認められて
いない抗生物質「クロルテトラサイクリン」が検出された。宮城県内の保健所が同社
の冷凍えびを抜き取り検査したところ抗生物質を検出。９月にも別の保健所が昨年輸
入分を抜き取り調査し、４ロット中３ロットから抗生物質を検出した。これらは厚生
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労働省の抜き取り検査をすり抜けていた。

◆ベトナムえびから抗生物質：２００６年９、１０月
東京と神戸の検疫所でベトナム産養殖えびとその加工品から基準値以上の抗生物質
「クロラムフェニコール」を検出。

うなぎ
日本の年間のうなぎ消費のうち約６割が、うな
ぎ加工品では９割が中国からの輸入です。

うなぎは腸炎にかかりやすいので、予防のた
め、「クロラムフェニコール」と呼ばれる抗菌
剤（抗生物質）を投与するケースが多いのです
が、再生不良性貧血など重い副作用の恐れがあ
り、各国が規制しています。

中国の養鰻場ではうなぎの水かび病発生の防止に、合成抗菌剤「マラカイトグリーン」が使わ
れてきましたが、発がん性が指摘され、養殖水産物への使用が禁じられました。日本でも禁止
です。しかし、厚生労働省が今年４～７月に公表した調査によると、中国から輸入したうなぎ
からマラカイトグリーンが検出されました。

【報道事例】
◆中国産うなぎから合成抗菌剤：２００２年５月
厚生労働省によると、２月と４月に中国産養殖うなぎから、国内で使用禁止の合成抗
菌剤「スルファジミジン」が検出された。

◆台湾産うなぎから合成抗菌剤：２００３年１１月
厚労省は、日本では魚介類への使用が認められていない合成抗菌剤「スルファジミジ
ン」が台湾産養殖うなぎから検出されたとして、輸入業者に検査命令を出した。業者
の自主検査で冷凍の白焼きからスルファジミジンが検出されたと大阪検疫所に届け出
があり、那覇空港の検疫所では養殖活うなぎ（活魚）から検出された。

◆中国産うなぎ加工品から合成抗菌剤：２００５年８月
厚労省は、輸入時検査で、中国産養殖うなぎの加工品から「マラカイトグリーン」を
検出したと発表。

◆中国産うなぎから農薬：２００６年８月
中国産うなぎから基準値を超える殺虫剤が検出されたとして、厚労省は輸入業者に検
査命令を出した。検疫所の検査で有機塩素系殺虫剤「エンドスルファン」が検出され
た。

◆中国産うなぎ・えびなどに抗菌剤、米が輸入規制へ：２００７年６月
米食品医薬品局（ＦＤＡ）は、中国産のうなぎ、えびなど５種類の養殖魚介類につい
て、米国で使用が禁止されている抗菌剤の検出が相次いだため広範な輸入規制に乗り
出すと発表した。中国産の魚介類に対する輸入規制としては過去最大規模。米国では
中国から輸入されたペットフード、練り歯磨き、おもちゃなどに有毒物質が含まれて
いたことが次々と発覚している。ＦＤＡが０６年１１月～０７年５月に行った調査
で、検査対象の４分の１から「マラカイトグリーン」など計４種類の抗菌剤が検出さ
れた。

◆中国産うなぎから合成抗菌剤 ：２００７年７月
群馬県は、前橋市のスーパーで売られていた中国産冷凍うなぎのかば焼きから食用養
殖魚への使用が国内で禁止されている合成抗菌剤「マラカイトグリーン」の代謝物が
検出されたと発表した。スーパーは１１５０匹分を仕入れ、前橋、伊勢崎両市の系列
店計６店で９５１匹分を売った。残りは店頭から撤去した。

鮭
ノルウェーでは抗生物質を使わない鮭養殖が行われているとされ

品編）
　4. 対処（水道水編）
　5. 排せつの促進

リンク

地球の現状

ブログ内検索

検索

身近にひそむ有害物質 第3章 4.養殖魚と家畜の汚染(2/3) http://toxic.o-oi.net/%u30004. 養殖魚と家畜の汚染/第3章 4...

2 of 4 19/01/17 23:20



トラフグ：ＷＥＢ魚図鑑より

ていますが、一般には鮭の養殖でも化学飼料や医薬品が用いられ
ています。

かに
２００１年、香港で人気のある上海がにに抗生物質が使われてい
る疑惑が浮上しました。上海がにはモクズガニの一種で、香港で
売られているのは大部分が中国本土からの養殖ものです。香港誌「壱週刊」によると、香港や
広東省深セン市の小売店、江蘇省の養殖場から１２匹のサンプルを取り、検査機関に委託して
調べたところ、ほとんどのカニから微量の抗生物質の一種を検出しました。うち６匹からは、
抗生物質「クロラムフェニコール」も検出されたそうです。同誌は「（かにの）抵抗力増強と
成長促進のため使用していた疑いが強い」と指摘しました。

ふぐ――ホルマリン問題
２００３年４月、長崎県は「０１～０３年、県
内のとらふぐ養殖１５１業者のうち９５業者が
寄生虫駆除のためにホルマリンを使っていた。
その時点で、県内の養殖とらふぐ計３５９万匹
のうち、ホルマリン使用のふぐは半数近い
１６６万匹だった」と発表しました。

ホルマリンには発がん性があります。下関のふ
ぐ専門の「はえどまり市場」ではホルマリンふぐの不買を決めました。ところが、東京や大阪
などの水産物卸組合は「ホルマリンふぐを扱う」という統一見解をまとめました。それは、長
崎県と同県漁連が６月に実施したホルマリン残留濃度検査で「検査した１０９匹のトラフグの
全部がホルマリン１ｐｐｍ以下で人体への影響がない」との結果を得たことと厚生労働省も
「安全性に特段の問題はない」と宣言したからでした。

「基準値以下だから安全」というのが官庁のいつもの論理です。確かに、ふぐと一緒に微量の
ホルマリンを食べたとしてもすぐには影響はないでしょう。しかし、こうした有害物質は、
「基準値以下」という官庁のおすみ付きもとで、私たちの体内に確実に蓄積されていき、他の
たくさんの化学物質とも複合作用しながら、体をむしばんでいくのです。

ホルマリンは、最初は養殖うなぎの寄生虫除去に使われました。昔はホルマリンうなぎを食べ
させられていたのです。しかし、１９７８年にうなぎへのホルマリン投与は禁止されました。
一方、ふぐの養殖が盛んになったのは９０年代からです。ふぐのえさに発生する寄生虫を駆除
する安価な特効薬として不正にホルマリンが使用されました。

生けすのわきにホルマリンの風呂を設けてふぐを入れ、漬け終わったら、ホルマリンと一緒に
ふぐを生けすに戻します。こうして、例えば宇和海では、年間３０００トンものホルマリンが
海にたれ流されたと推定されています。その結果、宇和海の真珠貝は壊滅的な被害を受け、生
けすの海域に潜ると、貝類や海藻が死滅していたそうです。
ホルマリンは発がん性の疑いが濃いので、制度上は、８１年から全面禁止になっています。

では、天然ものは？
◆活魚
水槽に泳ぐ魚をその場で刺し身にして食べる活け造りが人気です。しかし、魚が活魚運搬車に
乗せられて漁港から輸送されるとき、お互いに体をぶつけたり、タンクの内側にぶつかって、
体に傷がつきます。すると、細菌が感染して死んでしまったり、傷によって商品価値が低下す
るので、感染防止のために水槽の水に抗生物質が投与されます。無色透明で無臭の薬品を使う
ので、一見しても分かりませんが、水槽の水がいつまでたってもきれいなのは、薬のせいでも
あります。したがって、私たちは高価な活魚料理とともに、抗生物質も食べている場合が多い
のです。

◆しじみ
あらゆる食品に残留農薬や動物医薬品の基準値を設定し、基準を超えた食品の流通を禁止する
「ポジティブリスト」制度が２００６年５月に始まり、湖のしじみから基準超の農薬が検出さ

れる事態が出ました。同年７月、島根県の宍道
しんじ

湖岸で採れたシジミから、除草剤の「チオベン
カルブ」が残留基準値を超えて検出され、しじみ漁は一時、停止しました。また、琵琶湖（滋
賀県）の瀬田しじみからも同年１２月、基準値を超えるチオベンカルブが検出され、漁業者は
操業を停止しました。
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これらの除草剤は周辺の水田や畑などで使われ、田畑から川へ、川から湖に流れ込んだと見ら
れています。

韓国産のしじみとあげまき貝からも基準を超える農薬「エンドスルファン」の検出が０７年３
月に７件あり、厚労省が検査命令を出しました。

◆ダイオキシン
国の調査で、日本でとれる魚介や輸入魚の一部に微量のダイオキシン類が含まれていることが
分かっています。厚労省の調査によると、日本人はダイオキシンを、１日平均で体重１キロあ
たり１・６３ピコグラム（ピコは１兆分の１）摂取しています。安全許容量（同４ピコグラ
ム）内に収まっていますが、ダイオキシンの約７割を魚介類からとっているそうです。

市民団体「ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議」が厚労省、環境省、水産庁の魚介類に
関するダイオキシン情報を分析したところ、東京湾の魚介類のダイオキシン残留量が最も高
く、次いで大阪湾、瀬戸内海、相模湾の順でした。魚では、穴子、このしろ、すずきなどが比
較的高かったそうです。

残留の比較的高い魚介類

まあなご、くろだい、このしろ、まいわし、たちうお、にごい、うぐ
い、すずき、まるあじ、しゃこ、うなぎ――など

残留の比較的低い魚介類

ほたて貝、さざえ、ひらめ、かわはぎ、かんぱち、するめいか、あさ
り、まだこ、くるまえび、かさご、まがれい、あおりいか、にじます
――など

◆水銀
海の魚には、海底から噴き出した天然の水銀が含まれます。工場廃水に含まれるものも摂取し
ます。このうち、毒性が強いのはメチル水銀で、まっすぐに歩けないなど運動・感覚障害や知
能障害の原因になります。メチル水銀はまぐろ、かじき、くじらなどに多く含まれます。「プ
ランクトン→小魚→大型魚」という食物連鎖の中で、体が大きくなるほど有害物質の蓄積が増
えるからです。イタリアの研究者が行った地中海産まぐろの分析では、体重４０キロ超で１・
２ｐｐｍ、同１００キロ超では２・５ｐｐｍです。
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第3章 4.養殖魚と家畜の汚染(3/3)

●家畜

ポストハーベスト＆遺伝子組み換え作物
牛や豚、にわとりなど家畜の飼料は、とうもろこし（約１２００万トン）や麦、大豆かすなど
計約１６００万トンを輸入に頼っています。国内で使われる飼料の７、８割を占めますが、こ
れらの輸入穀物にはポストハーベスト（収穫後の農薬）がふんだんに使われ、非常に問題があ
ります。飼料にも農薬の残留基準値が定められていますが、チェックは国内の主な飼料工場で
しか行われておらず、監視体制は十分とは言えません。

また、とうもろこしの多くは米国産で、遺伝子組み換え（ＧＭ）です。作付面積比率では米国
産大豆の８割、とうもろこしの４割がＧＭ。食用油の原料として輸入され、しぼりかすが家畜
の飼料になるカナダ産菜種も７割がＧＭです。

添加物＆抗生物質
さらに、飼料には養殖漁業のえさと同じように飼料添加物が加えられます。防かび剤や酸化防
止剤、増粘剤、乳化剤、ＰＨ調整剤などたくさんの化学物に加え、家畜飼料には抗生物質の混
入も認められています。抗生物質は成長促進（栄養分の吸収がよくなる）や病気予防のために
用いられます。成長促進にはホルモン剤も使われます。

畜産や養殖魚に対する抗生物質の使用量は、人間の使用量をはるかに上回っています。９８年
に日本で人間の医療用に使われた抗生物質は５２０トンですが、０１年に動物用に使われた抗
生物質は１２９０トンにのぼりました。内訳は、成長促進のための「飼料添加物」が２３０ト
ン、病気の予防・治療のための「動物用医薬品」が１０６０トンでした。

抗生物質など大量に食べさせられる化学物質が原因で解体時に臓器に炎症が見つかる牛や豚は
７割を超えるとも言われています。

さて、抗生物質の日常的な投与によって、抗生物質に対する抵抗力が強い「耐性菌」が次々に
出まれています。人間が耐性菌に感染して病気になった場合、治療が困難です。例えば、かつ
ては抗生物質を使うとすぐに治った中耳炎が、最近、慢性化するケースが増えています。中耳
炎の原因となる細菌が抗生物質への耐性を身につけた結果です。

また、抗生物質そのものが免疫低下や腎臓障害、肝臓障害などにつながることは第４章「薬は
体に悪い！」で詳しくご紹介しています。

ＥＵは抗生物質を規制←→日米はお構いなし
家畜の体内に耐性菌が生まれ、それを食べる人間に悪影響を及ぼすことを懸念し、スウェーデ
ンは８６年、家畜の成長促進のための抗生物質の使用を禁止しました。９７年にはＷＨＯ（世
界保健機関）の専門家会議が「科学的証拠はないが、懸念するに足る事実がある」として成長
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促進のための使用禁止を勧告。ＥＵ（欧州連合）も９９年、家畜に使っていた４種類の抗生物
質を禁止したうえ、０６年からは成長促進のための使用を原則禁止する方針を決めました。と
ころが、米国や日本ではお構いなしに使い続けています。

鶏肉、卵
飼料穀物へのポストハーベストや添加物、病気予防や
成長促進のための抗生物質。こうした化学物質（有害
物質）は鶏肉の細胞に蓄積されると同時に、鶏卵にも
凝縮されています。

ブロイラー（食用若鶏）を例にとれば、誕生から出荷
まで数十年前には８０日程度かかっていたのが、今で
は４０～６０日ほどで出荷されます。利益のために、
えさを過剰に与え、抗生物質やホルモン剤で成長を促
進し、急成長させるのです。しかも、畳２畳ほどのス
ペースに６０～８０羽を詰め込むのがブロイラーの平
均的な飼育方法です。この超過密環境で感染症などか
らにわとりを守るには、抗生物質や合成抗菌剤をえさ
に混ぜて与えるしかないのです。

このため、外国産の鶏肉からは、極めて強力な耐性菌
が見つかっています。従来の耐性菌に唯一、効果が
あった抗生物質「バンコマイシン」すら効かない
ＶＲＥ（バンコマイシン耐性腸球菌）という最強の耐性菌が、ブロイラーの腸内で生まれたと
いうのです。ＶＲＥは９８年、フランス産の鶏の５０％、タイ産の２１％、ブラジル産の９％
から検出され、その後、中国産の鶏肉からも見つかっています。

牛肉と化学物質
飼料へのポストハーベストや添加物、抗生物質などの化学物質（有害物質）による汚染に加
え、牛の成長促進に米国などで多用されているホルモン剤も人間の子供に性的な発育異常をも
たらす危険性が指摘されています。ＥＵはホルモン剤を使用した牛肉の輸入を禁止しています
が、日本は国内での使用を禁止していますが、輸入品には規制をしていません。

ＢＳＥ（通称・狂牛病）
また、牛の場合はＢＳＥ（牛海綿状脳症、通称：狂牛病）の危険もあります。ＢＳＥは補助飼
料として牛に与えた肉骨粉を媒体として広がったとされます。国内では、０７年１２月に北海
道で３４例目の感染が報告されました。

国内で初めてＢＳＥ感染牛が見つかったのは０１年９月で、０１年１０月に牛の全頭検査が始
まりました。その検査法は、牛の脳みその一部（延髄）を取って、そこに異常プリオンが見つ
かるかを調べるのですが、異常プリオンがせきずいや腸、舌扁桃（ぜつへんとう）にあった
り、脳内蓄積量が少ない場合には、感染は発見できません。このため、全頭を検査しても、４
頭のうち３頭は市場に出荷されてしまいます。特に若い牛だと発見可能性がゼロに近いそうで
す。

一方、日本では、牛が暴れないように牛の頭にワイヤ状の器具を差し込み、脳組織を破壊する
「ピッシング」という処置を施す処理場が多いのですが、感染牛に器具を差し込むと異常プリ
オンが血液に流れ、肉を汚染する可能性があります。ピッシングは欧米では禁止されていま
す。

また、舌の奥にある扁桃は、欧米では大幅に切除していますが、牛舌を食べる習慣のある日本
では統一した切除法がなく、不安が残ります。

将来はヒトからヒトへ
米経済紙「ウォールストリート・ジャーナル」は０６年６月、「ＢＳＥは社会病」と題した論
説記事を掲載。この中で、ＢＳＥによって引き起こされるヒトの変異型ヤコブ病について、
「将来、牛ではなく、ヒトのキャリアーからの感染が問題になるのは確実だ」と警告しまし
た。英国に数百人規模で症状の出ないキャリアーがいる可能性があり、将来は輸血や手術器具
を通じて感染が拡大する恐れがあると指摘したのです。

品編）
　4. 対処（水道水編）
　5. 排せつの促進
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