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日本の養鹿一全日本養鹿協会の活動から

5．鹿の生産技術の確立に向けて一調査と研究（1）鹿茸と鹿茸の採取

辻井弘忠＊

1．はじめに

鹿茸（ロクジョウ）すなわちベルベットは，雄鹿

のまだ角化しない茸毛をつけた袋角（幼角）である。

「茸」は目本ではキノコを指すが，中国では草（細

毛）が茂っていることを指す。ベルベットには細毛

が生えているところからきていると思われる。この

鹿茸は古くから漢方薬の生薬として珍重されてき

た。ベルベットが仮に50cm伸びるのに80目要した

とすると，1目に0．6cm，重さでいうと35gも形成

されるのである。爪や頭髪の伸びと比ぺものになら

ない成長速度である。この驚くべき生命力を人の体

内に取り入れたいと，昔の人は考えたのであろう。

ベルベットは古くから，精力増強，不老長寿の漢方

薬r鹿茸」として珍重されてきた。

　鹿茸の化学分析の結果，多種のアミノ酸，リン脂

類物質，生理レベルの性ホルモンおよびプロスタグ

ランジン類物質を含んでいることが判っている。ま

た，薬用効果にっいては，ソ連のPavlen－koらの研

究によって，疲労また衰弱状態にある臓器，血管，

筋肉，神経細胞に作用することを確認されている。

その他の効用として低血圧症，心臓機能の回復，消

化器官や腎臓の機能促進，筋肉の疲労回復，神経系

の鎮静作用など，やる気を起こさせる。現在，市販

のドリンク剤の中に鹿茸をいれたものが10種以上

あり，年を追って高価なドリン・クの生産が盛んにな

るにつれ鹿茸の利用が増えている。鹿茸は生薬とい

う位置づけにあるため，薬事法で鹿茸を中国および

シベリア産の花鹿茸と馬鹿茸の2種と限定している

ため，国内産のベルベットを鹿茸ということが出来

ない。鹿茸の大半は中国香港から輸入されたものが

医薬品として使われている。ここでは，養鹿産業の

中心であるベルベットについて紹介する。

2．ベルベットの成長

雄鹿は生まれた年の翌年の春から角が生え始め

る。これを俗にr磨膀」といい（図1），この時の

角は枝分かれしない。翌年の春先，角の基部を坐角

の間に亀裂が生じて角は落ちる。直ちに新しいベル

ベットr磨膳」が成長をはじめる。磨謄は急速に成

長し，45日程で約10cmに成長する。これをr鞍子」

という。55目で約15cmになる。これを「二柱」と

いう。70目を経ると20～30cmになる。これをr三

盆茸」という。ベルベットは始め柔らかい皮膚にお

おわれ，その皮膚組織には血行の良い血管と神経が

はしり，皮膚の外面には毛が密生してくる。再生4～

6ヶ月後，血行が止り，皮膚は硬くなって落ち，硬

い骨質の角となる。

四　愈
磨　　茄

膀　　　色

鞍　　　二　　　三　　　四

　　　　　　盆　　盆子　　 柾　　 茸　　 茸

図1形によるベルベットの分類

　このベルベットの成長は，去勢雄鹿の角は成長が

みられないことから，アンドロジェンが関与してい

る。その他，プロラクチン，FSH，甲状腺ホルモン

等が季節によって大きく変動することから，これら

のホルモンも関与しているものと思われる。

　また，ベルベットの大きさも年齢と共に変化し，

6～8歳までが最高値を示す。ベルベットの成長には，

栄養が関係する。とくにカルシウム，リンなどの無

機物の存在が大きく左右される。ベルベットには，

神経が走っていて，感覚が鋭敏なため，この時期の

鹿は非常におとなしい。もし，このベルベットが傷

っくと，角は大きく変形し，あまり大きなベルベッ

トにならない。ベルベットの品質は，茸毛が細かく，

赤褐色で光沢があり，円柱状で豊満な形，質はやわ
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らかなものが良いとされているので，この時期の飼

養管理は鹿を興奮させないよう，また，ベルベット

を傷つけないように注意しなければならない。

3．鹿茸の種・類

　中国の市場では，ニホンジカ亜属のマシュウジカ

（梅花鹿，花鹿）の鹿茸を花鹿茸（黄毛茸）と呼び，

アカシア亜属のアカシア，　（馬鹿，八叉鹿，黄轡赤

鹿）、の鹿茸を馬鹿茸（青毛茸）と呼んでいる。中国

で花鹿茸の方が良いとされている。目本の薬事法に

は中国およびシベリア産の2種に限定され，花鹿茸

は一般に二柾または三盆茸のもの（15～30cm），馬

鹿茸は四～五盆茸のもの（70～80cm）が一般に輸入

されている。

　シカ属（アクスジカ，ダマジカ，アカシカ，ニホ

ンジカ，サンバー等）以外のシフゾウおよびトナカ

イのベルベットも利用されている。

4．鹿の保定　制御
　遠く離れた鹿を不動化することが出来れば好都

合である。飛行距離がせいぜい5m以内の小型の麻

酔銃か，吹き矢を使用する。吹き矢は，ディスポリ

ザー注射器を加工して作成する。うす暗い管理小屋

の中で敷料などを敷いてどこで倒れても良い状態

で行う。管理小屋がない場合は，フェンス越しなら

比較的安心して鹿に近づけるので，濃厚飼料など

フェンス越しに与える。この場合も出来るだけ静か

に行い，鹿を安心させた状態で撃つ。撃つ場所は，

鹿の轡部，頸部および肩で，目標に対して直角に撃

っように心がける。角度をつけると，鹿の体をかす

め，薬剤の一部分しか注入できない。

　麻酔銃ならびに吹き矢の注射針が鹿に命中した

場合，出来れば，注射器を回収して完全に薬物が注

入されたかどうかを確認する。完全に注入されてい

れば，鹿が過度に興奮して暴れない。薬効が現れる

10～20分間，物陰から静かに観察する。もし，鹿が

不動化しない場合は，注入した薬物の薬効時問，体

重の見積もり違いなどを検討する。追加投与は少な

くとも20分以上間隔をとって，慎重に行う必要が

ある。

　鹿の不動化薬物として，従来から塩酸ケタミンが

用いられていたが，平成19年1月1目より塩酸ケ

タミンが麻薬扱いになったため使用するのには獣

医師でかつ免許申請が必要になった。したがって，

筋弛緩剤であるキシラジンまたはサクシニルコニ

ンを用いる。ここではキシラジンについて説明する。

　キシラジン（Xylazine，R．ompun，商品名セラク

タール）：無色の結晶で苦味があり，水に可溶性。

中枢神経系の抑制剤で，麻酔薬でなく，沈静，鎮痛，

筋弛緩剤である。薬用量は0．5～1．5mg／kg。追加投

与する際でもキシラジンとしての総量3．Omg／kgを

超えないように注射部位を変えること。静注後3～5

分以内，筋注なら10～15分以内に発現する。薬が

効いてくると，四肢のカがぬけ，倒れしばらくする

とイビキをかいて眠る。完全に眠ってから押さえ込

む。導入期に刺激を与えると，最適な鎮静が得られ

ない。外見上鎮静されているように見える鹿が突如

起きて暴れる場合がある。副作用として，第一胃の

運動抑制，流挺，徐脈ならびに過血糖，また，キシー

ラジン投与後，長時間にわたって横臥状態を継続す

ると鼓張症を合併することが多い。したがって，出

来るだけ起立位にすることが望ましい。回復剤とし

て，ヨヒンビン0．15～O．25mg／kgまたはトラゾリ

ン1．Omg／kgを頸静脈に投与すると1～2分で起立

する。なお，キシラジンの代謝産物には，発ガン性

を示唆する報告があるので，食肉に供する場合は使

用しないこと。

5．ベルベットの採取

　春先，鹿角の基部である花盤が落ちると出血がみ

られる。この目から数えて約70～75日目（5～6月）

にベルベットの採取を行う。まず鹿保定・制御し，

角座の根部を糸で縛って止血をする。切り口をアル

コール綿で消毒後，無麻酔下でステンレス鋸を用い

て角座から3cm位の所で切り取る。すぐに切り口を

脱脂綿で押えて止血する。この採取時に流血した血

は，鹿血として利用する。切り口からあまり出血し

なくなったら止血剤を塗り，油紙またはガーゼを貼

り付けて鹿を解放する。

6．採取したベルベットの処理
切断したベルベットは内部に血液を多くふくん

でいるので腐敗しやすい，速やかに加工しなければ

ならない。ベルベットの表面には短い細い毛がある

ので，ベルベットの表面にアルコールを塗り，消毒

をかねて焼く。焼けた毛を布でぬぐい取り，そのま
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まの形で乾燥させる。または，切り口を糸で縛って，

切り口を上向きの状態で20秒間位熱湯に漬けて放

冷する。この操作を3～4回繰り返して，茸内の血

液を洗い流し，茸の色が淡くなり，切り口の所に白

・沫ができ，黄卵の臭いがしてきたら乾燥させる。乾

燥は70～80℃の乾燥器の中に入れて完全乾燥させ
る。

　ベルベットの切片は，採取したベルベットに布を

まきつけて，熱い焼酎を切り口の多孔質の部分に注

ぎ，充分しみ通らせて，全体を軟らかくしてから切

片をつくる。カッターでスライスするか，切る厚さ

を調節できる切断機を用いて切断する。切断した切

片を乾燥器（温度70～80℃）に入れる。乾燥器内で

約10時間乾燥させる。この切片の善し悪しは，ベ

ルベットの先端にあたる部分で切片の中心部が赤

黒色のものが血片と称され1級品で最も良いとされ

ている。また，ベルベットの中間の切片は，白色な

いし帯黄白色で粉片と称され2級品とされている。

基部近の切片は沙片と称され，灰色または白色と黒

色の混合したもので3級品である。

7．鹿茸の製品
（1）スライスした乾燥した鹿茸片を，弱い炭火

の上で軟らかくし，薬研で粉末にする。量産の場

合は，粉末機で，約2時間で粉末にする。一部，

他の漢方薬の粉末を混ぜ，粉状のまま，あるいは，

臭味があるのでカプセル詰めで服用する。鹿茸粉

1に対してクコの実・高麗人参などの漢方薬の粉

末を3の割合で加える。これは臭味をとることと

薬効を高めるために行われている。

（2）生の鹿茸スライス200gを20度の焼酎400m1

に入れ，さらに26種の漢方薬1包260g，氷砂糖

150～200gを入れ密封し，陽のあたらない場所で

半年位寝かせてから服用する。

8．鹿茸の成分
　中国東北産の鹿茸の1級品，2級品，3級品はそ

れぞれ水分12．91，11．Ol，lO．82％，有機物60．44，

51．80，49．07％，水溶性浸出物12．0，8．77，7，02％，

アルコール溶性浸出物2．31，1．08，0．89％，エーテ

ル溶性浸出物1．16，0．64，0．61％，灰分26．65，37．79，

40．11％を含む，灰分中にはカルシウム，リン，マ

グネシウムなどが含まれ，水浸出物中には多量のコ

ロイドが含まれる。また，エストロン，エストラジ

オール，コレステロール，アデノシン三リン酸，コ

ンドロイチン硫酸，レシチン，セファリンおよび多

種のアミノ酸と脂肪酸を含んでいる。

　このように鹿茸に含有される成分は，発情ホルモ

ン，カルシウム，膠質，タンパク質，マグネシウム

等で，すべて人体の成長発育に欠くべからざるもの

である。ソ連のPavlen－ko等の分析によると，ニホ

ンジカでもアカシアでもほぼ同一成分であると報

告されている。

i正常マウス胎児細胞 五発癌剤により悪性化し

配列の乱れた細胞

壷発癌剤により悪性化し細胞の　　ivエキス添加により悪性化が
重層化がみられる細胞　　　　　　抑制された細胞

　　　　図2エゾシカ幼角抽出エキスの
　　　マウス胎児細胞に対する発癌抑制効果

　　　異符号問で有意差ありM±SE（P〈0．05）
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9．抗腫瘍効果
　新たな国内の鹿の副産物の利用拡大を目的とし，

著者らはエゾジカ幼角抽出エキスの’n　v’肋での

HeLa細胞に対するガン細胞増殖抑制効果について

調べた。その結果，エゾジカ幼角抽出エキスには

HeLa細胞に対するガン細胞増殖抑制効果があり，

エゾジカ幼角と鹿茸（中国梅花鹿幼角）抽出エキス

のガン細胞増殖抑制効果の差はみられなかった（図

2）。エゾジカ幼角の部位別効果は，幼角の上部に

いくほど効果が大きかった。さらに，エゾシカ幼角

抽出エキスが抗腫瘍活性に及ぼす影響を調べた。そ

の結果，化学発癌剤（N－Nitrosodimethyl　amine）』（図

3）で悪性化させた正常マウス胎児細胞に，エゾシカ

幼角抽出エキス10μg／m1を添加することで，マウ

ス胎児細胞の細胞増殖を阻害することなく，エゾシ

表1エゾシカ幼角抽出エキスの癌化マウスの
　　　　肉腫に対する抗腫瘍活性

肉腫個数　　　肉腫重量
　（個）　　　（比体重値）

癌非移植群

エキス非投与群

癌移植前8目間
エキス投与群

癌発症後8日間
エキス投与群

0．00±0，00a　O，00±0。00A

14．67±6．57b　2．53±1。10B

6．67±1．76ab　O．48±0．23A

0．33±0．33a　O．07±0．07A

異符号間で有意差あり　M±SE　（Pく0．05）

力幼角抽出エキスが化学発癌剤による発癌抑制効

果を示した（図4）。また，肉腫細胞の移植によっ

て癌化させたマウスに，エゾシカ幼角抽出エキスを

癌発症後8目問経口投与すると肉腫形成や臓器肥大

化に対して抗腫瘍活性を示すことが判明した（表1）。

　　　　　　さらに，エゾシカ幼角抽出エキスを

ll：）一驚圃一］＋酬側　知化
N・Nitrosqj面et㎏lam血e　　　　　　　　　　　　　　　　カルボニルイオンの生成

図3　／燐Nitrosodimethylamineの代謝

癌移植前8目間経口投与すると同様

の抗腫瘍活性を示したことから，エ

ゾシカ幼角抽出エキスには発癌に対

する予防効果もみられた。また，木

島らがエゾジカ幼角抽出エキスには，

発癌剤100μg／皿1＋幼角エキス10000μg／ml

発癌剤100μg／m1＋幼角エキス1000μg／ml

発癌剤100μg／ml＋エキス100μg／m1

発癌剤100μg／皿1＋エキス10μg／m1

発癌剤1000μg／m1

発癌剤100μg／ml

幼角エキス1000μg／ml

幼角エキス100μg／皿1

幼角エキス10μg／磁

control

d

撒拗b
C

d

刎d

cd

b

一一㎜一一一　　ab

刊a

0 20 40　　　　　　　60 80　　　　　　　　 100　　　　　　　　120

　　　　　　　　　　　　　細胞数（×104cells／m1）

　　　　　　　　　　　　　　　　異符号問で有意差あり　M±SE（P＜0．05）

図4エゾシカ幼角抽出エキスのマウス胎児細胞に対する発癌抑制効果
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発ガンプロモーターの阻害作用のあることを報告

していることからもエゾシカ幼角抽出エキスは，癌

に対する抑制効果があると推察された。

　国内に生息するエゾジカやホンシュウジカは，マ

シュウジカと同じニホンジカに属し，ベルベットの

有効成分もほとんど変わらないのに鹿茸として薬

事法で認められていないのが現状である。一方，国

内の各地においてシカの食害が問題としてあげら

れており，森林環境を守る上でもこれらエゾジカや

ホンシュウジカの新たな活用方法の開発が必要で

ある。

　　　　　　　　参考文献
1）稲垣勲・嶋野武・嶋田玄彌・長沢元夫．生薬学．227－228．

　南江堂．東京．1966．

2）東京生薬協会．新常用和漢生薬集．142，南江堂．東京．

　1973，
3）辻井弘忠　鹿牧場における鹿の捕獲の実際　畜産の研究
　42㌔1075－1077　1988．

4）　辻井弘忠・卸俊毅　ベルベットの採取とその利用　畜産の研

　究43．1243－12481989．
5）　辻井弘忠　中国における鹿の飼育管理（6）鹿角と鹿茸　畜産

　の研究45857－863199L
6）　辻井弘忠・末成美奈子．エゾジカ幼角抽出エキスのin　vitro

　におけるガン細胞増殖抑制効果．信州大学農学部AFC報告．
　2＝83－86．2004．

7）　辻井弘忠・末成美奈子．エゾジカ幼角抽出エキスが抗腫瘍活

　性に及ぼす影響信州大学農学部AFC報告．3：23－322005．
8）　木島孝夫．鹿幼角等の生活習慣病に対する効果調査．鹿資源

　利用開発調査研究補助事業平成11年度報告書，86－96．全日
　本養鹿協会．2000．

農業畜産情報

飼料稲用の農薬登録は来年以降

　畜産草地研究所などは3月12目，さいたま市

で2006年度のr飼料イネの研究と普及に関する

情報交換会」を開いた。飼料稲栽培に使う農薬

で，ポジティブリスト制度に対応するために食

用稲用と別立てに行う登録が，来年以降になる

見通しが伝えられた。また，自走式の細断型専

用収穫機の開発などについて成果の発表があった。

　飼料用稲用農薬の登録が来年以降になったこ

とについて，農水省畜産振興課の山内洋志課長

補佐は「周辺の食用稲へのドリフト（飛散）に対

する不安の声などに慎重に対応するため」と説

明した。飼料稲栽培で使う農薬は，現状では食

用稲と同じものから飼料稲用として推奨したも

のを使用している。しかし，飼料稲は，もみだ

けでなく茎や葉も飼料に使うことや，収穫が食

用稲よりも早いことなどから，扱いを検討して

いる。

　中央農業総合研究セン・ターの井尻勉主任研究

員は，飼料稲を収穫するときに70％を2センチ

以下に細断できる収穫機を紹介。梱包した飼料

稲の密度が，従来の自脱コンバイン型で刈り

取った10センチ程度のものよりも30％程度高い

ので，嫌気性発酵が良好で高品質なサイレージ

が確保できた。井尻主任研究員はr専用収穫機

は，2008年度中の製品化を計画している」と話

した。

　情報交換会は，輸入飼料価格の高騰で自給飼

料の増産が望まれる中，水田と稲作の栽培技術

を有効活用できる飼料稲の研究成果を紹介する

もの。全国の畜産関係者約250人が参加した。
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