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占領期の厚生省東京衛生試験所 ( 食品編）Rev.3.0
GHQ の政策下，医薬品・食品の検査機関として再出発するまで
企画調整主幹付

宮原

誠

第二次世界大戦が終結し，GHQ による我が国に対する占領統治が始まりました．当時、食糧不足から起きる飢餓や暴動などの
混乱もありましたが、日本人の手によって食品衛生制度の改革が行われたようです．明治以来，衛生警察の業務として，食品の取
り締まりが行われていましたが，戦局の悪化と共に保健所などの地方自治体の業務に，その一部は移管されていました．終戦を迎
え，日本を占領した GHQ は警察組織の改革を指令し，食品衛生関係の業務を厚生省に移管させました．旧食品衛生関連法規は無
効になったので，時の政府は新たに食品衛生法を制定しました．これと同時に新生なった厚生省国立衛生試験所は輸出・輸入食品
の検査，食品添加物の製品検査及び，一斉収去取り締まりの検査などの任務を引き受けることになりました．ここでは，第二次世
界大戦の戦中と戦後の食品衛生の状況，GHQ の食品衛生政策，食品衛生法成立，及び厚生省食品衛生課の設置など社会と行政の
動きと関連づけて，国立衛生試験所の食品関連の活動を概観します．

このような事件を防ぐため，GHQ は占領軍に日本

GHQ の食品衛生政策
東京銀座にあったアメリカ赤十字クラブ（バンカ

製のアルコール飲料を配給したり，有害飲食物取り

ーズ・クラブ）のビリヤード室に，その若い水兵は

締まり令を制定するように指令しました．この法律

二日酔いのため，両手で頭を抱えて座っていました．

はメチルアルコールと四エチル鉛を含む食品を強力

ふと，彼は両手を頭から離し，目を開いたところ，

に取り締まるもので，それら含有食品の製造販売は

周りの情景が見えないことに気づき，愕然として泣

もとより，食品に供する目的で所持しただけでも罰

き叫びました．彼の呼気からは，蟻酸臭が漂い，数

せられました．GHQ は製品の取り締まりよりも，飲

日前に飲んだ粗悪な酒に含まれていたメタノールに

食店の規制を重視し，軍の衛生担当者を飲食店に立

よる失明は避けられない状況だったようです．

ち入らせ，その衛生状況を調査し，これらの飲食店

ハニーバスケット

占領軍専用水耕農場

1947 年頃

米軍撮影 米国公文書館

化学肥料を入手できなかった当時、屎尿（しにょう）を集め、
3 ヶ月間貯留・腐敗させて肥料としました。しかし、十二指腸
虫や蛔虫などの寄生虫卵は半年位肥料の中で生存するので、こ
の肥料を使って生産された野菜などを食べた人の多くは寄生虫
に蝕まれ、その駆除に薬剤を必要としました。故国にはないこ
の収集作業を町中で見た米兵は、再度見かけるとこの桶をハ
ニーバスケットと呼び、逃げ出したと言います．
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1950 年代撮影 調布市郷土博物館 提供

1946 年末完成し，翌年からレタスなど野菜の生産を開始しま
した．化学肥料を用い，下肥を使わない清浄栽培は寄生虫の心
配から占領軍を解放しました．植え付けなどの農作業は地元の
人がおこない，送付先の書き込みなど出荷作業は機密保持のた
め，巣鴨プリズンに収容された戦犯が行ったといいます．この
農場は 126ha，夏期の農繁期には約 600 人が作業に従事しまし
た．関東村の一部とするため，1961 年施設は廃止されました．

占領期の厚生省東京衛生試験所 ( 食品編）

に衛生状態のランクを A から D までつけて，兵員の

を行わせました .1946 年の国民栄養調査によれば，

立ち入りを制限したり，不良な飲食店の営業を許可

都市部の 1 人１日当たりの摂取量は 1510 〜 2000

しないなどの対策をとるように命令しました．
（A サ

キロカロリー，農村部で 1970 〜 2330 キロカロリ

インバーは有名で，優良飲食店を表します．
）

ーでした．また，都市部で食糧は極端に不足し，配

また，我が国で生産される食料は寄生虫などに汚染

給でまかなえるのは摂取量の 50% 程度，30% は自由

されているなどとし，占領初期に GHQ の高官が住ん

購入（闇の食糧），残りは自作だったようです .

だ帝国ホテルはアメリカ軍が持ち込んだ野戦食を料

世田谷の米よこせデモを初めとする食糧要求のデ

理して出したと言われています．1946 年末になると

モが頻発し，食糧不足から餓死者がでるなど，世間

生鮮食料は占領軍専用の農場で生産されました．そ

は騒然としていました．マッカーサー指令官は我が

の一つは現在の調布飛行場の西側に設置され，化学

国の食糧危機について，
「それは極めて危険な状態に

肥料による水耕栽培が行われたといいます．さらに，

あり，へこんだ腹を満たしてやらないと，どのよう

アメリカ軍の基地で働く日本人従業員から病気等の

な思想にでも染まる」として，本国に「 食糧か、も

伝染を恐れ，寄生虫や病気の検査を地元の保健所な

っと軍隊を送れ」と迫ったと言います．

どに担当させました．このように占領軍将兵の健康

その中欠食児童対策として学校給食が開始されま

を守ることに徹した衛生対策を実施しました．

したが，食料不足の中，不良食材による事故が少な

食糧不足

からず発生しました．GHQ による報道規制下，地方

食料不足は深刻で、欠配，遅配はあたりまえ，よう

の食品衛生当局と共に国立衛生試験所も粛々と対応

やくありつけた配給の基準カロリーは 1500 キロカ

に当たりました .

ロリー位だったと言います．しかし，アメリカ軍は

食糧危機は東京衛生試験所の職員にとっても大き

当初食糧不足を認めず，厚生省に栄養の摂取量調査

な問題だったようです．所長はまずは所員を食べさ

移転当時の黒塗り 1 号館

国立衛生試験所百年史より

空襲の目標にならないように、黒塗りだったようです。この建物は 1978 年頃に解体されましたが、余りにも丈夫に出来ていた
ので、容易には壊すことができず、むしろその際の振動で近隣の家屋が壊れてしまったと言います。
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しました．そのプラットホーム上にはあちらこちら
に人が倒れており，これを駅員や看護婦が担架でか
たづけているのでした．事情を聴くと，倒れた人た
ちは栄養失調などで行き倒れたり，あるいは泥酔し
ているのだといいます．その中にはメチルアルコー
ル入りの飲料を飲んだ人もいて，日に十数人は死亡
すると彼は聞かされました．1945 年だけでも，メチ
ルアルコールによる死者は 403 名，重傷（失明）55
名，軽傷 111 名と言います．さらに，1946 年にな

目黒分場

ると，届出だけで約 2600 人，その内死者 2000 人を

国立衛生試験所 100 年史より

1936 年 9 月、目黒区中目黒の 2500 坪の敷地に目黒分場は建

数えたと言います．有毒な食品はこれだけではなく，

設されました。1945 年神田和泉から焼け出された東京衛生試

たとえばパラニトロオルトトルイジンは強い甘みを

験所はその本拠を一時ここに置きました。

有することから，不足する砂糖の代わりに使用され，
せようとして，1945 年７月，引っ越し先の目黒の衛

中毒を多発させたと伝えられています．

生試験所内に，15 坪の食堂を設置し，144 人の所員

旧飲食物取締法による警察の取り締まり

に一日 174 食を供給するようにしました．昼食だけ

1900 年に制定された “ 飲食物ソノ他物品取リ締ニ

ではなく，宿直者にも夕食が用意されました．

関スル法律 ” によって，当時の厚生省はこのような事

頻発する食中毒

態に対応しようとしました．しかし，その実質的な

GHQ の指令で，日本各地の栄養状態を調査するこ

内容は省令で定めらており，対象となる食品や添加

とになった厚生省職員はその途上，真夜中の名古屋

物は牛乳，清涼飲料水，氷雪，人工甘味料，メチル

駅で占領軍専用列車の車窓から，異様な光景を目に

アルコール，着色料，防腐漂白剤などで，僅かなも
のが規制の対象になっていただけで，大部分は野放
しだったと言います．
不良食品の取り締まりは，警視庁など警察が実施
し，検査は警察の衛生検査所が行っていました．そ
の検査方法は警察技師の池口慶三が執筆した “ 飲食物
鑑定法（飲食物衛生警察法）などが，重用されたよ
うです．旧法体系では，食品の製造や販売を禁止す
るなどの強い権限が行政に与えられていますが，そ
の取り締まり対象が狭く，新しい添加物の登場など
進歩拡大する技術や食糧不足に起因する偽和物（増
量や価格を安くするなどの目的で食品に加える本物
でない混合物）の出現など混乱するこの時代の食品

学校給食の開始

1949 年米軍撮影 アメリカ公文書館所蔵

GHQ のサムス准将は貧弱な学童の栄養状態を知って，厚生
省と農林省の幹部を呼び，” アメリカ軍の食糧を貸すので，こ
れで学校給食を開始し，折りをみて返還してもらいたい ” と提
案しました．しかし，農林省食糧庁長官はそんな余裕はないと
これを断ったので．困ったサムス准将は厚生省に指示し，旧日
本軍の食糧やララ LARA(Licensed Agencies for Relief in Asia：
アメリカ合衆国救済統制委員会が認可した日本向け援助団体 )
の援助物資を使用できないか調べさせました．ララ委員会はこ
の要望を聞き入れ，その一部を給食用脱脂粉乳として提供しま
した．学校給食は 1946 年 12 月に開始されました．当時学校
給食への批判は占領軍批判と解され，新聞検閲の対象でした．
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警察官の食品衛生指導

警視庁 100 年のあゆみ (1973 年）より

新憲法が発布されるまでは，飲食店の衛生指導は警察官の業務
でした．

占領期の厚生省東京衛生試験所 ( 食品編）

あさり中毒の現場

服部安蔵 私本薬学記 より

アサリの毒化は，沖縄から本州の太平洋沿岸の各地で毎年のよ
うに発生するものであることいまでは分かっています．なお、
この海域ではその後中毒が発生しないこともあって、ベネルピ
ンの構造は、現在でも確定されていません。

空襲で破壊された大阪衛生試験所
1947 年アメリカ軍撮影 アメリカ公文書館所蔵 昭和館提供

貝毒素ベネルピンの発見

１945 年 6 月の空襲で，堂ヶ島の前にあった大阪衛生試験所は焼失

ー浜名湖あさり中毒事件の解明

しました．仮事務所を和歌山の川辺町（現日高川市）において，再建
を期しましたが，1946 年行政整理の対象なり消滅しました．しかし，

検明部の仕事ー

それまで知られていなかった原因で食中毒が発生

1949 年４月には国立衛生試験所大阪分室として新たな任務を帯びて

し，
この解明に当たることもありました．検査明覈（け

出発をしました．写真は焼けた旧庁舎，左上は大正時代の姿．

んさめいかく）という言葉から名付けられたこの部
に対応することが困難になっていました．

が担当でした．

当時の東京衛生試験所

その一つが 1942 年〜 1950 年まで断続的に発生し

東京衛生試験所に残された 1946 年 7 月 1 日の記

た “ 浜名湖アサリ中毒事件 ” です．1942 年の流行で

録によると，敷地面積は 9269 坪，人員は研究員 31 名，

は最終的に，334 名（そのうち 114 名死亡）の人々

助手 34 名，その他併せて合計 135 人でした．組織

がこの貝毒の被害にあうという，世界にもまれに見

は薬剤部（薬品および歯科材料の受託試験）
，検明部

る大きな貝中毒事件が発生しました．1942 年の調査

（飲食物その他の生活資料の受託試験）
，製薬部（医

には，陸軍軍医学校，厚生省防疫課，伝染病研究所，

薬品試験研究）
，植物化学部（植物成分の研究），栽

東大農学部水産海洋教室，農林省水産試験所などの

培試験部（薬用植物栽培試験）で構成されていました．

専門家が参加し、現地でその原因を調査しました．

食品に対する検査は司薬場時代から依頼試験とし

患者の共通食品がアサリであることから，原因食品

て実施されてきました（中心は塩，酒類，着色料など）
．

は容易に特定され，また，チフス，赤痢，ゲルトネ

戦後になっても，この体制は続き，当時の記録によ

ル菌（現在のサルモネラ菌の一種）でないことが伝

ると，受託研究として，代用醤油成分や結核予防薬

染病研究所の八田博士などにより証明されました．

などを分析していました．その他にも，宮城県の村

しかし，根本原因が特定できないことから，根拠

から検査依頼があり，配給する粉食に害がないか調

のない様々な説が乱れ飛びました．栄養不良説，ス

べています．その配合比は麬（ふすま）0.5，糠（ぬ

パイが毒を流したという謀略説，熱帯由来の電撃性

か）0.5，桑葉 1.0，ドングリ 2.0，カジメ 1.5，小麦

の奇病説，工場廃液説などがありました．先着した

4.5 だと言います．この背景には，輸入小麦中毒事件

専門家達の科学的な検討により，細菌学的な領域で

など粗悪な食料品による事故が相次いで発生してい

は解決できないと判断されました．

たことがあります．

事件発生から１０日余り経過した頃，厚生省東京

まだ，戦前戦中の行事も残っており，半任官を対

衛生試験所松尾所長の厳命により，検明部と細菌部

象とした天長節などの祝賀会が厚生省の講堂で挙行

の職員は，直ちに現地に向かいました．その夜，そ

され，代表が出席し，宮城遙拝や教育勅語奉読等が

の２人は列車で駅に着くとそのまま、現地の対策本

行われたと記録が残されています．

部に入り，早速調査を実施しました．当日までの死
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海苔やハマグリは毒化しないことが判明しました。
また、毒化する海域や時期を調べ，食べても安全な
時と場所を見つけました．毒化したアサリを無毒水
域に移すと貝が無毒化することも明らかにしました．
しかし，食糧難という時代のため，1943 年に 16
名（その内 6 名死亡）
，1949 年 93 名（そのうち死
亡７名）の患者発生をみる中毒事件がこの地域で再
び発生しました．国立衛生試験所の職員はその都度
現場に赴き，現地の衛生試験所と一緒に安全対策を

アサリ中毒の解明にあたる松尾所長ら

練りました．

服部安蔵 私本薬学記 より

静岡県衛生研究所で，現地の研究員と共に所長，服部検明部長
及び秋葉細菌部長が中毒の解明にあたったといいます．

食品衛生法の制定

者は 82 人もあり，死の町を歩くようだったとその職

の分散などが実行され，食品衛生を巡る行政組織は

員の一人は回想しています．

大きな変革をせまられていました．1946 年日本国憲

占領軍の指示により，内務省の解体，警察の権限

陸軍軍医学校が引き上げた後の旅館に投宿した彼

法が制定された時，“ 飲食物ソノ他物品取締リニ関ス

らは現地の人々の話から，アサリの抱卵期に毒化が

ル法律 ” など食品を取り締まるための法律や命令が

起きているようだという化学物質説に従い，その本

1947 年末限りで無効となることが決まりました．

質を突き止めることになりました．マウスに対する

食品衛生全般を取り締まる新しい法律の原案作成

毒性を目印にして，天然物の分離分析を行う手法を

が始まりました．旧法制下では特定の化学物質中心

用いました．まず，貝から毒素をエーテルで抽出し

の規制で，その対象が限定的であり，罰則が緩すぎ

ようとしたところ，その抽出液はマウスに毒性を示

る点があったのを改め，時代の要請にあった ” 飲食物

さず，毒素はエーテルには移行しないことが分かり

による危害や事故の起きる心配のない，誰もが安心

ました．次に，アルコール - 水混合液で抽出を試みる

して飲食を楽しめる世界 ” を目指しました．

とその抽出液はマウスに毒性を示し，毒素がこの混

当時の多様な食中毒や食品偽和物・食品添加物な

合液に移行していることが分かりました．

ど複雑化する食品衛生の状況や食糧事情から，アメ

同様にして，毒素の化学的性質を調べました．抽

リカの食品医薬品化粧品取締法を参考にして，食品

出液を酸性で加熱しても変化せず比較的安定である

の品質や表示なども規定しようとしましたが，農林

こと，中和するために大量の塩酸を必要とすること，

省の反対にあい，それらを法律に含めることは見送

アルカリ性にするとアミン臭を発することから，毒

られました．また，行政の科学化を目指し，” 国立食

素は植物のアルカロイド類に似た構造を持っている

品衛生試験所 ” を設立したかったようですが，駐留軍

と推定されました．この毒素はベネルピンと仮に名

経費に国家予算の三割も出費しなくてはならない時

付けられました．

私は元々極めて清潔好き
でありますから，
食監氏は
力をあわせて，
掃除にはげ
んでくれましたが，
何分敗
戦でいたんだ我家ですか
ら，
すぐにはきれいにはな
らないところもありました

このような努力にもかかわらず，当時の検討でも
その毒素の化学物質としての構造を確定するまでに
は至りませんでしたが， これらの実験的事実に基づ
き，東京衛生試験所の検明部は “ 毒化したアサリ及
びカキの検知法 ” という簡易な方法を作成しました．
従来の毒素検出法はマウスに貝の抽出物を注射して，
その生存率を調べるので，結果を得るまでに 1 週間
くらいの時間が必要でした．新検知法を用いて，毒

食品衛生繪日記 1953 年（部分）食品衛生研究 1953 年 4 巻 1 月号

化する海産物を調べると，アサリと牡蠣に特有で，

山積する食品衛生上の問題を示す当時の挿絵．国の衛生事務
を行っていた人々の実感を示すものと思われます．
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非常連絡先の中には赤坂にあったアメリカ軍憲兵司

代だったので，構想にとどまりました．

令部の電話番号も記入されていました．

最終的に，我が国の実情にあった法案へとまとめ

9 月，戦中戦後の動乱期の東京衛生試験所を指揮し

あげられ，第一回国会で制定されました．しかし，
法律の制定を急ぐ余り，施行規則，試験法など実施

た松尾仁所長は近藤龍新所長と交代しました．新所

に必要な細部の整備が遅れ，直ちにこれを施行する

長が就任した頃，GHQ は接収区域に出入りする者全
てにバッチを着用するように命じて来ました．職員

ことは困難だったようです．

はもとより，この構内に生活する職員の家族や一時

さらに， 警察から移管された取締まりや検査など

的に立ち入る業者もその着用を義務づけられました．

の業務を行う組織と要員は食品監視員と保健所・地

その身分によって，バッチが異なっていました．

方衛生試験所などとされましたが，急激な制度改革

10 月には，実験設備の整備が行われたようです．

のため，戦後の失業対策としてその制度が位置づけ

占領施設に実験器具設備を持ち込むには GHQ 軍政部

られた側面もあったようです．さらに，地方自治体

の許可が必要で，物品の置き場所の図面や物品番号

に衛生試験所の設立を促す法律ができました．よう

を登録申請することが義務づけられていました．戦

やく復興なった国立衛生試験所はこれら地方衛生試

利品と持ち込み品とを区別するためです．消耗品で

験所と一緒に食品衛生の推進に必要な科学的データ

あるガラス製のメスシリンダー１本に至るまで，英

を集める役目が与えられました．

文で物品名が記入された木製の標識票がつけられて

GHQ による管理

いました．

1948 年 7 月に GHQ は電気配線などの劣化による

また，当時通勤定期の発行には職場の証明とその

火災の恐れありとして，用賀庁舎の配線の点検，消

発行駅の登録が必要で，利用職員の名簿が渡されて

火設備の点検，消火器，防火用水と砂の設置を東京

いたようです．帝都高速度交通営団渋谷駅や東京急

衛生試験所に指示し，火元責任者の標示を命じて来

行電鉄上町駅と本所の間で，代表者の交代など事細

ました．占領施設の一部であることから，火災等の

かに連絡を取り合っていた様子をうかがい知ること
ができる文書が残されています．

輸出検査の開始
GHQ は我が国の戦災復興に必要な資金は自分で調
達しなければならないと考えました．これに沿って，
我が国の特産食品を輸出する政策が打ち立てられま
した．1948 年輸出品取締法が制定され，通商産業省
の前身である商工省が輸出入の窓口となり，食品の
品質面の管理は農林省が行い，衛生面の管理は厚生
省が行うこととされました．輸出検査を行う実施機
関として，1949 年２月に商工省試薬検査所，機械器
具検査所，繊維製品検査所，日用品検査所，3 月には，
輸出食料品検査所，輸出農林生産物検査所，及び国
立衛生試験所が指定され，その設備などの拡充整備
が始まりました．
1949 年４月，東京衛生試験所は廃止され，組織が
刷新されて国立衛生試験所として出発しました．同
時に伊丹飛行場近くの伊丹町北河原字当田 100 にあ

東京衛生試験所の消火設備

った大阪栄養研究所内に大阪分室が開設され，特定
当所所蔵

医薬品検査係，輸出入薬品検査係，輸出入食品検査係，

占領軍に接収された旧帝国陸軍衛生材料本廠はその設備の悪さから

細菌試験係がおかれ，業務が開始されました．

実際上，使用不可能な状態で，消火設備の点検・改修が必要な状態で
した．現在でもその設備の一部が残っています．
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食用色素等の官封制度
日本食品化学研究振興財団 ” 二十世紀日本食品添加物史 ” 日本食品衛生協会 2010 年

食衛丸航跡図 1951 年の思い出 ( 部分）

医薬飲食用着色料を製造していた業界から，その製品を衛生
試験所で検査し，合格したものを官封色素とし，領布するよう
に要請されました．日本軍によるハワイ真珠湾攻撃が行われる
１週間前，その制度は告示され，翌年の 1942 年から官封色素
の制度は実施に移されました．写真の左は官報に掲載された封
印の図，右は大阪衛生試験所の試験成績票．戦後もこの制度は
引き継がれ，” 製品検査 ” が行われました．

食品衛生研究 1952 年 １月号 巻頭

制度発足当初，” きちがいに刃物だ ” と，食品監視員の評判
は良くありませんでした．この誤解を解き，迅速な行政処分や
指導内容を理解して貰うために，現場で検査したり，検査に使
う食品の量を少なくする工夫をしました．さらに厚生省は現場
に立つ保健所の職員や食品監視員等を教育する講習会に補助金
を交付したり，あるいは公衆衛生院などを拡充しました．国立
衛生試験所でもマイクロアナリシスを取り入れました．

食用色素などの製品検査
当時の食品衛生上の問題の一つに，食品に加えら

東京本所では生化学試験部が輸出食品の検査を行
いました．この部には依頼試験係，食中毒試験係，

れる化学物質がありました．特にタール系色素の害

製品検査係，輸出食品係および特別表示食品係の５

は古くからよく知られていました．タール系の色素

係があり，技官８名，雇員５名，傭人５名，合計 18

は下痢や嘔吐などを引き起こすだけでなく，皮膚や

名 (1951 年）が業務にあたりました．

目に作用して，皮膚炎，角膜炎，結膜炎などを引き

具体的にどのような製品が国立衛生試験所で検査

起こすとされました．マラカイトグリーンやオーラ

されたかは不明ですが，アメリカにあった記録には

ミンなどの色素も同様な作用をもつ事が知られてい

ソーメン，片栗粉などの製品，マグロの缶詰，蟹の

ました．さらに，その製造過程が複雑なので，精製

缶詰，乾燥海老，冷凍蟹，ショウガ，梅干し，蜂蜜，

技術が高い工場で生産されないと，ヒ素など反応過

松茸，乾燥ワラビ，寒天，肝油などがありました．

程で使用された化学物質が残留する恐れがありまし

この記録はアメリカへの輸出が拒否された食品のリ

た．食品添加物は高度に管理するべき物質でありな

ストで，我が国の食品衛生法では規制されなかった，

がら，第二次世界大戦前はこれらを規制する直接的

重量不足，品名の誤りなども違反例となって記録さ

な法規はなく，地方庁の許可を受けた色素などが使

れていました．さらに穀物や松茸などの乾燥品では

用できました．疑わしい食品中の色素を特定し、こ

昆虫やネズミの糞などの異物の混入，マグロの缶詰

れ を 規 制 す る た め に は そ の 分 析 法 が 必 要 な の で，

では腐敗，ショウガや梅干しでは無許可タール系色

1931 年内務省東京衛生試験所の衣笠豊と服部安蔵は

素の使用なども違反理由とされたといいます．この

着色料の分析法を研究し，“ 着色料の衛生試験法 ” を

ような事例の対策の一つとして，国立衛生試験所で

刊行しました．

食品中の異物検査が実施されるようになったのはこ

第二次世界大戦後，新たな食品衛生法の下，食品

の頃からでした． 輸出検査の検体数は 1949 年 373

添加物は指定された化学物質だけが使用できる制度

件，1950 年 468 件でした．この輸出検査は 1960

が採用され，それにともない食品添加物の規格基準

年まで続けられました．

が定められました．1948 年国立衛生試験所の生化学
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試験部は食品添加物の製品検査を開始し，タール色

ら返品されたり，抗議を受けたり，組合員として良

素のほか，サッカリン，ズルチン，ロダン酢酸エチ

心の呵責に堪えない ” と善処を訴えました．

ルが対象となりました．検査に合格すると合格証紙

病変米は第 2 次世界大戦中から問題視され，大学

が貼付されました． 1949 年には 10461 件，1950

や農林省の研究所で研究が進められていました．ま

年には 2714 件の製品検査が実施されました．その後，

た，1951 年秋，輸出入検査に備え，国立衛生試験所

1950 年にニトロフラゾンとその製剤が追加されるな

は小樽と門司に分室を設置し，試料の抜き取りなど

ど検査対象の変遷はありましたが，1980 年代まで製

を始めていました．なお，厚生省の食品衛生課の出

品検査は継続していました．

向者 25 名がこれらの検査をしたと言います．
港で検疫官は一つの船から２つの 300 粒検体を採

輸入食品検査ー病変米（黄変米）事件
1951 年 12 月 12 日，大烈丸はビルマのラングー

取し，検査員は目視と UV ライトを使用して簡易検査

ン港から神戸港に到着し、その積み荷である 6000

を行いました．しかし，1953 年，黄変していないコ

トンの米が荷揚げされました．これを神戸検疫所が

ロンビア産病変米が見つかり，目視検査が無意味で

検査したところ，多くの黄変粒を見つけ，その試料

あることが判明し検査法の見直しが行われました．

を国立衛生試験所に送付しました．これを受け取っ

微生物学的な検査は２〜３週間かけて，国立衛生

た東京の本所は微生物学的検査，急性毒性学的な検

試験所で行われました．米を培地に播き，成育した

査を行いました．1952 年 1 月になって，有毒性がは

雑多な菌の集落から，白金線の先で目的の菌を少量

っきりしないまま，病変米が輸入されていることが

掻き取り，新しい培地に次々と植え替えて，単一な

世間に広く知られるようになりました．

菌の集落とします．これを釣菌法といいます．単一

その後も，国立衛生試験所の検査結果に基づき，

になった菌について，培地上における，成育速度，

厚生省は輸入汚染米の配給停止の処置をしましたが，

菌集落の色，培地の色の変化，菌集落の形，臭気な

検査の網をくぐって配給された米の中に臭気がひど

どを観察し菌の種類を推定します．さらに，その菌

いものがあり，苦情が米穀店に殺到したのでしょう，

をスライドガラスに塗り，胞子，菌糸などの形を顕

報道によると，東京都板橋米穀小売商組合は当時の

微鏡で観察し，最終的に菌種を同定します．

食糧庁長官に “ 悪質な外米の配給に対して，消費者か

これには数週間の時間が必要で，検査で不適の結

大烈丸

商船三井社史資料室提供

当時，ビルマなどで生産された外米は現地で脱穀された後，麻袋に入れられ，このような汎用貨物船の船倉に積み込まれ，日
本まで輸送されました．この船は第二次世界大戦中に建造された ” 戦時標準船 ” を改造したもので，装備・設備が悪く，病変米は
この中で発生したのではないかと疑われた時もありました．1953 年において，全国の港に輸入米を積んで入港した船の数は 298
隻で，その内検査した船の数は 127 隻，その内不適となったものは 26 隻でした．名古屋，神戸，長崎に陸揚げされたものは 100
％検査されましたが，横浜や神戸に陸揚げされたものは 16, 23% の検査率でした．2500 ｔの米を代表して，20g 程度の米を検査
する計算だと言います．外米に不安を感じる消費者に食品衛生担当者は “ 現在の食品衛生法は，食品全部の安全性を保証するも
のではない ” と説明しました．現地の生産者や流通業者に不良米を輸出させないという心理的な抑止効果を期待して検査が行わ
れているのでしょう．
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きました．核実験の影響でマグロが汚染した放射能
マグロ事件，工場排水中の有機水銀を原因とする水
俣水銀中毒事件，原料中に含まれていた不純物を原
因とする M 社ヒ素ミルク事件，食品工場の設備から
漏れたダイオキシンを原因とするカネミ油症事件な
ど大きな事件が起きると，国立衛生試験所はその問
題の原因究明やその解決のために試験や研究を行っ

黄変米菌

平山重勝 黄変米の検出方法

食品衛生研究 1954 ４ 15．

左から黄変米の分生子柄，成熟した分生子柄，胞子，黄変
米の中に伸びる菌糸の様子が描かれています．黄変した米粒の
深くにその菌糸が侵入していることが分かります．このため，
一部の米穀店が経験したように，再精米してもその臭いを消す
ことは難しかったと思われます．また，一部の人は汚染米の表
面を削ってカビ毒を減らせば，これを配給に回せると考えたよ
うですが，当時毒性の本体が分からないので，どれだけ毒が取
り除けたか十分に分からないという問題を抱えていました．

てきました．時代と共に，各地方自治体の衛生研究所，
横浜・神戸の検疫所検査センター及び多数の民間検
査機関が設立されたので，現在は食品の検査体制は
充実しています．一方，国立試験研究機関であるこ
の研究所は昔の検明部と同じように、中毒などの現
場に立ち会い，原因調査や安全対策に対処するとい

果であることが判明しても，既に配給されてしまっ

う責務は今も変わりません．

たなどとの実態が明らかになり，衆議院決算委員会

謝辞

の委員が用賀の国立衛生試験所を視察し，検査の実

本小史を執筆するに当たり，資料の検索や収集に

情と問題点を調査したこともありました．

協力頂いた国立国会図書館憲政資料室，東京都立中

また，どのような毒性があるのか，国立衛生試験

央図書館，東京都立多摩図書館，東京都東村山市立

所薬理部は動物を用いて研究しました．病変米を餌

図書館，伊丹市博物館，公益財団法人日本海事セン

に混ぜてマウスに食べさせても，成長につれてその

ター・海事図書館の皆様，および，快く映像資料を

体重は通常どおり増加しました．しかし，実験開始

貸し出してくださった東京都調布市立郷土博物館，

10 日目から，病変米の混入率が 10% を越える餌を

国立昭和館，商船三井広報室，公益財団法人日本食

食べたラットの腎臓に病変が観察されるようになり

品衛生協会編集課の皆様に感謝申し上げます．

ました．他の研究者の実験で，病変米は肝硬変を起
こすことが知られていました．当時毒素の本体が分

All copyright（c）Miyahara, Makoto 2014.

からないので，それぞれが用いた米に含まれるカビ

この小史の一部あるいは全部を無断で複製しない

毒の種類やその量が異なっていたのでしょう．

ようお願いいたします．

米は急には増産できないことから，量を確保しよ
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入率（正常な米と病変米を混合して配給していまし

・大礒

た．）を１％から 2.5% に引き上げようとしました．

敏雄

・警視庁

東洋書館

調布市 2000 年．
調布市 2000 年．

日本占領革命（上・下）
，1983 年．

栄養隋想

医歯薬出版 1959 年．

警視庁百年の歩み

警視庁創立 100 年記念行事運営委員

会 1974 年．

この毒性実験の担当者や大学の病変米研究者は食糧

・池口慶三

飲食物鑑定法

庁のこの決定に納得せず，その対策会議は一時混乱

・今井一郎

板倉茂

業への影響 ”

したと報道されています．また、植物部の職員は台

1903 年．

” 我が国における貝毒発生の歴史的経過と水産

貝毒研究の最先端

水産学シリーズ 153

恒星社厚生

閣 2007．

湾出向き，病変米の発生原因を調べ，生産地におけ
る収穫後の取扱いに問題があることを報告しました．

・服部安蔵

私本薬学記

日本薬剤師会出版委員会

・服部安蔵

秋葉朝一郎

アサリ毒に関する研究

ついて

薬学雑誌

1952 年

1963 年．
有毒貝の鑑識法に

72 巻 572-577．

・八田貞義 板井孝信 宮本晴夫 浜名湖産貝類の毒性分に関する研
究（第１報） 衛生試験所報告 1951 年 69 号 107-110．

続発する食品衛生関係の事件
1952 年 4 月 28 日、GHQ は廃止され、占領は終わ

・板井孝信 神谷庄造 浜名湖産貝類の毒性分に関する研究（第 2 報）
衛生試験所報告 1956 年 74 号 283-288．

りましたが、その後も食品に関わる大きな事件が続

・野口玉雄
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フグはなぜ毒をもつか

NHK ブックス 768 日本放送出

占領期の厚生省東京衛生試験所 ( 食品編）

版 1996 年．
・食品衛生法 10 周年を顧みて

日本薬剤師協会誌 1957 年 11 月号

7-20．
・GHQ/SCAP 編

杉山章子訳

公衆衛生

GHQ 日本占領史

22 巻 (

History of the Non-military Activities of Oqccupation of Japan 19451951 の一部 ) 日本図書センター 1996 年．
・尾崎嘉篤氏追悼録刊行会編著

尾崎嘉篤さんを偲んで

尾崎嘉篤氏

追悼録刊行会 1970 年．
・半藤一利編

敗戦国ニッポンの記録 ( 上・下 )

アーカイブス出版

2007 年．
・東京府総務部調査課 東京府勢概要 1939 年．
・竹前栄治 占領戦後史 岩波現代文庫 2002 年．
・尾崎嘉篤

アメリカに食品を輸出する業者の方へ

食品加工

1951 年２号 9-14．
・GHQ/SCAP 編
史

石堂哲也・西川博史訳

外国貿易

GHQ 日本占領

52 巻 ( History of the Non-military Activities of Oqccupation of

Japan 1945-1951 の一部 )

日本図書センター

1997 年．

・横田陽子 技術史からみた日本衛生行政史 晃洋書房 2011 年．
・日本食品化学研究振興財団

” 二十世紀日本食品添加物史 ” 日本食

品衛生協会 2010 年．
・国立医薬品食品衛生研究所大阪支所編 国立医薬品食品衛生研究
所大阪支所 50 周年記念誌 国立医薬品食品衛生研究所大阪支所
2000 年．
・朝日新聞 1954 年 7 月 27 日朝刊．
・飯塚廣 病変米の産地をたづねて 自然 1955 年 10 月 68-74．
・平山重勝

黄変米の検出方法

食品衛生研究

1954 年 10 号 11-

16．
・池田良雄

大森義仁

黄変米の毒性試験

食品衛生研究

1954 年

10 号 23-28．
・鈴木

明

牛乳由来ぶどう球菌に関する研究

衛生試験所報告

1953 年 71 号 73-81．
・鈴木

明

牛乳由来ぶどう球菌に関する研究（第５報）学童給食用

脱脂粉乳飲用によるブドウ球菌性食中毒について，特に原因菌の生物
学的性状および各種抗生物質に対する抵抗性並びにファージ型につい
て

衛生試験所報告

1956 年 74 号 317-330．
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