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日本の養鹿 一 全 日 本 養鹿協会の活動から

14.エピローグ一残された諸問題一

村松

1 . はじ め に

本シリーズでは，協会の成立から現在にいたる養

鹿の経過を含めて事業の展開を眺めてきた。その中

で，養鹿に関する調査 ・研究は，各事項に専門の先

生方に成果をまじえて解説頂いた。当協会は，それ

らの成果を基盤として養鹿についての最新情報や

技術体系などを情報公開し，多くの養鹿関係者の座

右の資料として活用頂いてきた。

しかし，養鹿の現場を分析してみると ，未解決の

課題も多く残されており，それらの検討，そして対

策が今後の重要な問題となっている。そこで本シ

リーズのエピローグとして，残された問題を整理し

て将来へのプロローグとしたい。

2. 養鹿の現状から

現状では，採算のとれた養鹿経営をすすめている

鹿牧場は限られている。その原因について多数の調

査が行われてきたが，十分な検討はなされていない。

2001年 11月に行われた養鹿シンポジウムのまとめ

によると:一

①平地性で飼料が人間と競合する牛に比較すると，

傾斜地，山間地に生息し，人聞が利用できない野

草や笹などを餌とする葉食性の鹿は，畜産の新し

い畜産資源、として有望である

②肉，幼角，皮革，骨などの生産物は重要な食料，

生活用品の素材である

③養鹿業，すなわち鹿牧場が十分に採算のとれる経

営となるためには解決すべき多くの難題がある

という結びになっている。

鹿はダチョウなどと同じ特用家畜に仕分けられ，

ウシ，ブタ，ウマなどの家畜とは区別されており，

その屠殺，解体処理にあたっては，家畜と同じ屠場

の使用は法的に禁止されている。その処理は，食品

衛生法に基づいて，地方自治体が認可した施設で行

わなくてはならない。この施設は，年開通して処理
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頭数が十分で、ない場合には，運営の経済性が難しく

なるので，その設置と運用にー工夫必要である。

主要な生産物，鹿肉は，消費者にとって，牛肉や

豚肉のようになじみが少なく，食肉としては普及し

ていない。僅かに， 二 ・三の養鹿場で LOHAS，そ

して地産地消の食材として活用され，地域的な流通

をみている現状である。鹿肉が広く家畜肉に匹敵す

る食肉として普及するためには消費者に認知され

ることが重要で，食育教育のプログラムなどにも取

り入れられる努力が必要であろう。

3 養鹿と野生鹿のかかわり

養鹿は，家畜化(あるいは半家畜化)されたニホ

ンシカ(動物分類学的にはエゾシカはじめ各地の亜

種。本誌 61(1) : 163-166の本シリーズ l参照)を飼

養施設内で繁殖し，肥育して鹿肉の生産を行う産業

である。たとえば， JAおおぞら(石川県門前町)

の鹿牧場では 5haの中間山地を利用して，北海道鹿

追町より導入した 20頭(雌 17，雄 3) のエゾシカ

を 10年間で 160頭に増殖して養鹿事業をすすめて

いる。また，舘ヶ森アーク牧場(岩手県藤沢町)では，

平成元年にスコットランドからアカシカを 60頭導

入して平成 13年には 300頭に増殖させて養鹿経営

が行われてきた。このようにして養鹿は，すすめら

れているが，養鹿の素畜や種雄畜の補給をどうする

かが問題である。

養鹿を営むために鹿牧場内での制限された交配

では，年をおう毎に近交化の進行をさけることはで

きない。これは，不良形質を示す個体の増加をもた

らし，繁殖の限害要因となる。このような飼養個体

群の資質の劣化を防ぐ方策として，外部からすぐれ

た繁殖素畜や種雄畜の導入が必須となる。そこで，

定期的な資源管理の行き届いている自然生態系の

野生鹿を供給源として，そこからすぐれた個体を選

び出し，養鹿の中に導入することが必要となってく

る。
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4 野生鹿の現状一害獣駆除への道

最近のマスメディアを賑わしている話題のーっ

として，日本各地でみられる野生ニホンシカ個体群

の急激な増加と農林業への被害，景観の破壊，交通

事故など人間生活への被害の急増である(本誌

61 (4) : 471-477.の本シリーズ4参照)。さらに，奈

良公園や厳島神社周辺などでみられるように，多数

の野生鹿が観光客をおそったり，所持品を盗むなど

暴徒化し，人間に危害を加える姿も報告されている。

農林業では，農作物や森林への多大の被害を防ぐた

めにニホンシカをイノシシやニホンザルと同様有

害鳥獣と して駆除が実施されている現状である。

この増加を続けている野生鹿を害獣として駆除

することを考えると同時に，それらを畜産資源に組

み入れ再利用したいという試みが各地ではじまっ

ている。これは，養鹿とは一線と画して，駆除した

鹿を肉資源として利用しようという試みである。肉

資源が十分でない日本としては，養鹿による肉生産

と併せて計画的に駆除される野生鹿の肉も安全性

を確認して食肉資源とすることは有効な食料自給

の方策といえる。その前提としては，各地の野生鹿

の個体群を調査し，十分な資源管理が必要である。

5. 野生鹿の 資 源化を廻る問題

当協会では，この問題を検討するために 2006年

7~8 月に関係地方自治体を対象の野生鹿による被

害の現状とその資源化についてアンケート調査(結

果は本誌 61(4) :471-477)ならびに同年 9月に農林

水産省，関係地方自治体，当協会の関係者の出席の

下に「野生鹿の被害と資源としての利用」に関する

意見交換会を行った。

その結果，野生鹿は各地で個体数の著しい増加を

示しており，それにともなって農林業や人の生活へ

の被害も急増しており，各地方自治体がそれぞれに

工夫とこらした防除対策をとっていることが明ら

かにされた。北海道のように駆除した鹿を肉資源と

して利用する対策をとっているところもあるが，駆

除した屠体を山林中に放置あるいは埋葬してきた

自治体もあり，その中には，それらを肉資源とする

ことを検討している県もみられた。それは，自然生

態系の中で急増している野生鹿も畜産資源である

と位置付けて，自然生態系も養鹿とは区別した食肉

生産の場と考え生産される資源を有効に利用しよ

うという動きである。

北海道についてみると，野生鹿は 1985年頃より

急増し， 1997年には農林業への被害が 50億円にも

達したので，防護柵を設け， 一方では捕獲，狩猟に

よって個体数の減少をはかつてきた。そして 2006

年より害獣駆除した個体の再資源化に乗り出し，釘1/

路阿寒地区，根室地区でそれぞれ 450頭， 150頭，

計 600頭の一時養鹿，狩猟で 70，000頭を駆除し，

その中約 7，000頭を食肉として再利用してきた。

北海道の場合は，特殊で，エゾシカの異常な増殖

があり，気象条件として冬期は一面雪に覆われ，餌

も激減するので集団で越冬する習性があり，さらに

地形的な利点を利用した群の生態捕獲が可能であ

る。釧路市阿寒湖周辺では，冬期に野生鹿の個体群

が集ってくるので餌付けして，生息数調整のため一

定数を生体捕獲している。捕獲した鹿は，鹿牧場に

移送し，短期間肥育の後，道の認可した施設で解体

処理して食肉として出荷している。この形式を通常

の養鹿と区別して“一時養鹿"といい，北海道独自

の野生動物資源の利用方式である。この方式は，野

生鹿の個体数を削減して資源として有効利用し，耕

作放棄地を牧場に活用して荒廃地の再生をはかり，

しかも消費者に良質の鹿肉を周年的に安定供給で

きるとしづ特徴がある。

長野，徳島，神奈川の各県でも同様に，それぞれ

7，000頭， 1，900頭， 2~300 頭を害獣駆除により自

然生態系より除去しているが，屠体は有効に利用さ

れていないので，その再利用を検討中である。しか

し，長野，徳島，神奈川，奈良などの各県では，野

生鹿の被害が，人口の少ない農村，山林，自然植生

(景観)に対して生じており，急増した野生鹿の駆

除，資源化には検討すべき課題が多い。これらの県

で，鹿の被害が生じているのは，森林の手入れもさ

れず放置されている過疎化，高齢化した集落一限界

集落ーに多い。これらの限界集落では，猟師も高齢

化がすすんでおり後継者難である。まず森林業従事

者の若返りをはかり，森林に手入れをして間伐材を

除き，下草の回復をはかり，同時に国産林の利用推

進されることが，鹿の被害減少に有効と考えられて

いる。

本州は，北海道のように冬期の積雪は少なく，地

形も異なるので，越冬地を囲む生体捕獲は難しい。
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したがって，各生息地の森林，山地の地形，野生鹿

の行動圏を把握した上で，エゾシカのような捕獲作

戦を試みなければならないであろう。それには，各

生息地に最適な手法で，地元の主体性を踏まえて従

来の縦割り体制ではない柔軟な総合的な対策を検

討すべきであろう。

6. 鹿産物の利 用 と 流 通

主要な鹿産物は，鹿肉であるが，牛肉，豚肉のよ

うに普及していない。現在，その生産から消費にわ

たって一貫して努力している JAおおぞら(門前町). 

北泉開発(釧路市)を例にして，この問題をまとめ

てみよう。両事業体ともに自前の屠殺処理，加工場

をもっており，解体処理後肉は部位別に区分けして

地産地消を主体として地元のレストラン，ホテル，

食堂などに出荷している。また，ハンバーグ，焼肉，

ラーメン，弁当，井など新商品の開発もすすめてい

る。 しゃぶしゃぶや焼肉をギフトセットにして，

ネット販売を通じて販路の拡大に努力しているし，

学校給食にも提供して食育教育を行っている。今度

この 2事業体の努力にならって，鹿肉需要の拡大を

考えていく必要がある。

流通販売の面についてさらに検討すると，近年急

速な成長をみているインターネットショッピング

モールの活用があげられる。一般に情報を利用した

ショッピングが，便利で，安価にかつ容易に在宅の

まま宅配便利用で求められる利点がある。共働きの

若い世代を中心にこの形のショッピングは盛んに

なっている。鹿肉の場合も， 一般に売居では扱われ

ないので，この形の流通，販売がすぐれていると考

えられる(当協会干IJr養鹿経営を安定させるための

指針 (2007)参照J)。

鹿肉のほかには皮革，鹿茸，骨などほぼ全身が利

用されている。鹿茸については漢方薬として，骨は

アパタイトとして歯科領域の充填剤などに使われ

てきた。皮革は，柔軟性，保湿性，吸湿性，通気性，

強靭性にすぐれており，武道具，太鼓，印伝，手袋

の他メガネ拭き，財布，名刺入れ，靴，鞄などの日

用品などに古くから使われてきた。しかし，必要な

鹿皮の大部分を外国(中国，ニュージーランド他)

から輸入しているのが現状である。そこで，日本各

地で害獣駆除として捨てられている野生鹿も皮革

資源として再利用とする試みが検討されてきてい

る。皮革にしても骨や鹿茸にしても従来の用途以外

に資源として新しい消費の開発を考えていく時期

に来ているのではないだろうか?

7 おわりに

日本の養鹿は，当事者の大きな努力によって細々

ながらも地産地消の形を中心として続けられてき

た。しかし，本稿に整理したように素畜の繁殖 ・肥

育に加えて解体処理施設，製品の安心にかかわるト

レーサピリティー，製品の流通 ・普及にわたって多

くの問題をかかえている。また，養鹿をとりまく環

境の中には，各地で急増し，農林業への有害獣と化

している野生鹿の問題も入ってきている。そこで，

野生鹿も一時養鹿のような形式を取込み厳重な資

源管理の下で畜産資源として積極的に再利用をは

かるべきであろう。当協会は，養鹿，野生鹿対策の

関係者，地方自治体などと協力して，これらの多く

の残された問題を徐々に乗り越えて，養鹿の大きな

発展に努力していきたいと考えている。
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