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日本の 養鹿一全日本養鹿 協 会 の 活 動 か ら

13. 協会の出版物から一養鹿情報の公開

村松晋ホ

当協会では，設立以来今日まで事業の一環として

会員による養鹿に関連する諸問題について広く調

査研究をすすめて養鹿の技術や知見を蓄積してき

た。この活動の成果の一部は，すでに各事項毎にま

とめられて本シリーズに連載されてきたところで

ある。また，定期的に刊行されてきた「全鹿協だよ

りJの中にも，集積された知見に基づいた養鹿技術

の開発 ・改良，それらの体系化，最近のトピックス

などが掲載され，養鹿の普及に役立つてきた。最近

になって，情報公開技術の進歩にともなって全

鹿協だより」の情報公開は，インターネットホーム

ページに移行し，会員に利用されている。ホーム

ページは http://www.nihon-youroku.info/topics.

htmJ. 各位の広い利用をお待ちしている。

一方，それらの成果は，テーマ毎に整理され，体

系化がはかられた段階で，整理して種々の出版物と

して広く情報公開されてきた。

今回は，それらの中から以下の3出版物について，

要点を簡単に紹介する。

1. r養鹿マニュアル J (2005年 3月)

養鹿に関心をよせている人たち，これから養鹿に

かかわりをもちたいという人たち，そして事業とし

て養鹿を始めようとする人たちに「養鹿Jを平易に

解り易く解説した A3版， 71項からなる印刷物であ

る。表，図，写真などを多数用いて養鹿がはじめて

の人にも理解できるように記述されている入門書

でもある。内容は，鹿と養鹿，ニホンシカの生活，

素畜の導入と飼い方， 肥育と鹿肉生産，繁殖，疾病

と衛生管理，屠殺と解体，生産物の利用(鹿肉，幼

角，鹿皮，骨)，産物の流通と販売，養鹿経営の実

際などの項目から構成されている。

鹿が生産する鹿肉 (venuson)，鹿茸(velvet) 

鹿皮などの畜産物は，世界中の人たちに広く利用さ

れている。鹿を産業動物として位置付け，畜産物を

生産する産業を養鹿業というが，その基本となる事

-全 日本養鹿協会 (SusumuM町 田latu)

項は 1998年に FAOがガイドラインとしてまとめて

し、る (DeerProduction (1982) F AO Animal Production 

and Health Paper No. 27. pp.54， FAO-UN， Rome)。

日本も含め各国の養鹿は，基本的にはこのガイドラ

インと同様にすすめられている。

養鹿には，いろいろな種類の鹿が各国で利用され

ているが，日本では，各地に生息分布するニホンシ

カが利用されている(本シリーズの lを参照)。ニ

ホンシカの亜種となるエゾシカ，ホンシュウシカ，

キュウ、ンュウシカ，ツシマシカが利用されるが，そ

れぞれの生活史に準じた形で養鹿は行われている。

秋 10一11月に交配し，翌年のか6月に子鹿が出生す

るので，十分な衛生管理の下にそれぞれ1. 5~2 年

間肥育し，屠畜として出荷し，鹿肉が生産されてい

る。養鹿の施設，解体処理，流通などについては，

後でふれるので，ここでは省略する。

生産物としては，鹿肉が食用として，鹿茸が薬用

として，皮革は手袋や印伝の袋物として，骨はアパ

タイトとして，それぞれ利用されてきた。 しかし，

用途については，さらに新しい用途，製品開発が必

要である。

2. r鹿産物利用ハンドブック」

( 2000年 3月)

鹿から生産される畜産物を有効に利用する上で，

必要な知識や技術をそれぞれ体系化し，多くの消費

者や事業者の参考となる事項を整理し A4版， 112 

真にまとめた出版物である。

内容は，養鹿，鹿肉生産，解体処理，鹿肉加工製

品，鹿肉料理にそれぞれ関する事項から構成されて

いる。ここでは，その中から鹿の屠体処理，鹿肉料

理について紹介する。

(1)鹿の屠体処理

鹿は，ウシ，ブタ，ウマなどと同じ処理施設で，

解体することはできないので，食肉衛生法に基づい

て県の認可をうけた施設において，屠殺，解体処理
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される。しかし，消費者に対して安全な食肉を供給

するために，飼育中の徹底した疾病，衛生管理，さ

らに生産物，製品にいたる処理過程での安全性確保

は不可欠である。したがって，鹿は飼育中から一貫

した衛生管理に心がけ，トレーサビリティシステム

を確立して生産履歴情報の公開を準備しておくこ

とが重要である。

屠畜，解体処理施設は，各県の認可をえた施設に

おいて所定の解体手順にしたがって行われる。その

手順は，屠畜処理(屠殺，血管の切断，放血)，前

処理工程(屠体と懸垂，屠体検査)，内臓摘出工程

(腹部切開，内臓の摘出と検査，腹腔の洗浄)，事l

皮処理工程，枝肉仕上げ工程(枝肉の冷却 ・保管，

副生物処理)，部分肉加工処理工程(枝肉分割，除

骨，整形，血抜き，包装，冷凍，保管)にわたるが，

その全般について設備，施設，手jI慎，注意事項，衛

生上の留意点にわたって詳細に記述されている。一

連の屠畜の解体処理について 55頁にわたる記述は，

すぐれた手引書である。

(2)鹿肉料理

鹿肉は，低脂肪，低コレステローノレの健康食品で，

猪肉と共に古くから日本人の動物タンパク質源と

して利用されてきた。とくに晩秋から冬にかけては

味も良くなり，すぐれた食材となる。その成分，特

性などについては，本シリーズで辻井 (7回目) ， 

石田 (9回目)，関川(10回目)によって解説され

ているので，それらを参照して頂きたい。

食材となる主な部分の肉は:一

首:シチュウ，ミート ・ローフ，スープ

肩:カレー，シチュウ，ロースト，妙め物，ひき肉

ロース，フイレ:ステーキ，ロース，刺身，すき焼

モモ:ステーキ，ハム，ロースト

スネ:サイコロステーキ，煮込み，スープ

腹.ソーセージ，カレー，シチュウ，ひき肉

レバー，心臓など・炭焼き，味噌煮，油;妙、め

などの料理に利用され，家庭料理，ホテルやレス

トランのコース料理に素材として活用されている。

この出版物では，ステーキ，しゃぶしゃぶ，韓国

風焼肉，シチュウ，ハンバーグ，和風サラダ，カレー，

たたき，肉団子のお粥，ローストなどのレシピがつ

いている，これらのレシピを活用し，個々に工夫を

こらした鹿肉料理を工夫して鹿肉の消費拡大に寄

与して頂きたいものである。

一方，中国では古くから鹿産物を利用した食事に

より健康増進がはかられてきた。これらの一連の料

理は，薬膳料理といわれ，目的にあわせて鹿産物の

薬効が重視されてきた。

薬膳は，食物や鹿産物の食効，薬効を疾患にあわ

せて調製して毎日の食事にし、かしていく中国古来

の食文化で，病気治療に供する治療薬膳と病気にな

らない身体をつくる養生薬効がある。

鹿肉の薬膳は，強壮，強精，虚弱体質の改善など

加齢に伴う諸症状の改善をするためのものである。

一般的には，串焼き，ステーキ，ロースト，スープ，

鹿肉鍋，シュウマイ，鮫子，干し肉などに加工さて

利用される。鹿肉の家庭薬膳として，鹿肉の四物薬

湯(冷え性，婦人病の治療補助)，鹿肉と鹿茸の鍋

(強精，腰痛) ，生薬入り鹿肉鮫子(疲労回復，食

欲増進)，紅花入り甘藷の揚げ点心(血液の循環調

整)，蓮根，見布とのスープ(養毛，疲労回復) ， 

鹿肉胡麻揚げ(若返り)などのレシピがついてし刊る

ので，家庭料理に活用して頂きたい。

3. r養鹿経営を安定化させる

ための指針 J (2007年 3月)

安定した養鹿経営を展開するために参考となる

モデ、ルを考えて，集積された知見や技術を基に，事

例の現地調査も行い，それらの成果を分析，検討の

上 A4版， 53頁にまとめあげた出版物である。内容

は総論，各論(施設，素鹿の飼養管理，健康と疾病

の管理，屠殺 ・解体処理と施設，生産物の商品化，

流通 ・販売，普及 ・食育教育)，事例の現地調査よ

り構成されている。安定した養鹿経営をする上で基

本的なことがまとめられている。

ここでは，養鹿の施設と飼養管理，生産物の流通，

食育教育の事項とそれらに関連することを中心に

要約して紹介する。

(1)養 鹿施設と飼養管理

養鹿をはじめるにあたり，その施設を設置するた

めの立地条件は，社会的な条件，自然環境の状態を

十分に考慮することが重要である。一般的には，水

源が確保され，静かで広い平坦，または南~東南に

傾斜(勾配 5%以内)した里山，中間山地が適して

いる。施設の周囲は外的を防ぎ，飼養動物を保護す

るため高さ 2.5~3m の金網フェンスで囲う必要が
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ある。 広さは，飼育頭数に依存する。 数頭~20 頭前

後の小規模飼育では 2~7ha. 30~50 頭程度の中規

模飼育では 7~25ha. 100頭を超す大規模飼育では

27~200ha 程度の広さである。

小規模飼育で、は，鹿舎にパドックを付属させ，飼

槽，草架，水呑み場と運動場程度を設置し，限られ

た面積を有効に利用し，集約管理で飼育できる。

中 ・大規模飼育では，広い草地，放牧場が必要で，

管理施設への追い込み場を設け，十分な牧草量を確

保した放牧管理で飼育できる。多頭飼育では，放牧

場を 10頭前後の群に分けて飼育する。

飼料は，放牧場の牧草を主とし，不足分を乾草，

へイキューブ，固形飼料を与えて補う。さらに，地

元で生じてくる残飯，野菜屑，豆腐粕など生活廃棄

物や食品産業，農業由来の副産物を飼料として飼料

費の軽減をはかることも重要である。

飼養している個体は，個体毎に日常の健康状態の

観察結果と共に種々の検査，疾病，投薬などの結果

も記録してトレーサピリティを確保して，生産物の

安全性の確保につとめる。

(2)生産物の流通

養鹿経営において重要な位置を占めているのは，

生産物の販売，流通の体系化である。鹿肉製品が養

鹿経営者により処理され，流通に廻っている事例と

して 5社の実態を調査したが，安定した鹿肉の販売

先を確保し，経営的に成り立っている事例は l社だ

けである。この事例では. 500頭を飼育し， トレー

サピリティを導入した製品の安全性管理を確保し

ている。販売している鹿肉は，販売先(地元，近郊

の食堂，ホテル，商庖，スーパーなど).販売して

いる部位ともに多様で，販売しにくい裾もの類も商

品化に心がけており，鹿肉パーガー，スープカレー

など新しい商品開発に努力している。この事例では，

養鹿業者が生産と同時に生産物を製品化し，そして

流通まで一貫して進めているが，検討すべき問題は

多いようである。

近年では，生産者側も製品の情報をインターネッ

ト上にのせて種々 の商品の売買がネット上で進め

られる新しい流通体系が発達してきている。その 1

事例として，楽天市場の食肉市場をとり 上げて分析

を試みた。この市場にはおよそ 2万 2千件の肉類が

売り出されており，その内訳は牛肉 49.9%.豚肉

20.6%.鶏肉 17.7%. 羊肉 4.2%. 鴨肉 3.2%. 馬

肉 3.1%.猪肉 0.5%.鹿肉 0.3%.七面鳥肉 0.3%.

ダチョウ肉 0.1%の割合で鹿肉は少量で、あった。こ

こでは，エゾシカ，ホンシュウシカ，ニュージーラ

ンド産の鹿肉が，冷凍肉(ロース，モモ，フィレな

ど)で刺身用，ジンギスカン用，ステーキ用などと

して出品されている。その主な利用先は，料亭 ・害IJ

烹 (8.6%).ホテル ・旅館 (3.4%).レストラン

(2.0%)などである。

また，鹿肉料理を提供する食道，レストランにつ

いて，同様に調査すると.48庖あり，その過半数は

北海道と東京の!苫舗で，コース料理の中に組み込ま

れた形で鹿肉料理がだされる例がほとんどであっ

た。

これらの鹿肉の生産→流通に関する分析から，

「①養鹿経営者が直接鹿肉の販売まで実施するこ

とは難しい面が多く，事業として成り立たせるため

には大きな努力を必要とする。②鹿肉をインター

ネット上の食肉市場で売買するのは新しいビジネ

スとして将来性のある鹿肉の流通体系を形成する

可能性が大きい。」というまとめになり，その両者

については今後十分検討する必要があるであろう。

(3)食育教育と PR

現在は，家庭の崩壊による孤食化や個食化，生活

習慣病の若齢化など食生活の歪みによる障害が増

加しており，食生活の重要性がさけばれ，食育教育

が問題となってきている。当協会では，養鹿全体は

もとより，鹿肉が他の家畜肉よりも健康食品である

ことを情報公開を通して PRしてきた。 しかし，鹿

肉は他の食肉に比較してなじみ深い普遍的な食材

とはいいがたい。害獣駆除の一環としても生産され

てくる鹿肉も含めて，鹿肉は新しい食材であり，地

元にとっても地産地消，そして LOHASに結びつく

食品でもある。多くの消費者の方々の理解を深めて，

日本の重要な肉資源として鹿肉利用が普及するこ

とを祈念している。

これからも情報が集積，そして整理され次第.)1慎

に協会出版物として発行していく予定です。ホーム

ページと共に是非ご利用ください。
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