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1.はじめに

伝統医薬に周いられる野生動物の中には, トラやサイ類

をはじめとして,国際取引を通じた過剰利周が主な原因と

なって減少したり絶滅の危機に瀕 しているものがある.こ

うした動物の多くは,｢絶滅のおそれのある野生動植物の

種の国際取引に関する条約｣,通称ワシン トン条約の規制

対象としてその保全が図られているが,人の生命や健康の

維持に関わるため,単純にその利用を抑制することが容易

でないなど,保全のための実効性ある対策をとることが案

しい場合がしばしばある.本稿では,そのような野生動物

の一つで,ワシン トン条約上の取 り扱いについて近年とく
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に関心が集まっているジャコウジカ類をとりあげる．

　ジャコウジカ類からとれる霧香は，医薬品や化粧品の原

料として古くから利用され商業取引の対象となってきた．

国際取引も盛iんで，それが生息に及ぼす影響が懸念されて

いることから，ワシントン条約による取引規制が行われて

いる．しかしジャコウジカ類は，こうした措置にもかかわ

らず，主として過瑠捕獲により，いずれの種も減少傾向が

著しく，現状を放置すれば近い将来絶滅が危惧される状態

になると考えられている（Wemmer，1998）．　H◎mes　（1999）

は，霧香の世界的な取引状況を，とくにヨーロッパの役割

に重点を置いてまとめ，ジャコウジカ類の捕獲および取引

の規制を強化することを勧告しているe後述するように，

2000年4月の第U回ワシントン条約締約国会議には，ジャ

コウジカ類の国際取引を全面禁止にする提案が出される見

込みである．

　日本は，かつて世界最大の霧香輸入国で，違法取引が問

題にされた時期もあり，現在でも需要量は大きいと推測さ

れる．このためジャコウジカ類については，日本による利

用がこれまでに及ぼした影響を評価し，その保全に関わる

今後の日本の対応を検討することがとくに重要と考えられ

る．しかし，日本による三三の取引については，Green

（1986）が1983年までの状況を整理しているものの，その

後に関しては，様々な情勢の変化があったにもかかわらず，

まとまった分析は行われていない．また，ジャコウジカ類

とその生息状況，ワシントン条約上の取り扱いなどについ

ての日本語による解説はない．

　本稿では，ジャコウジカ類の保全策を，とくにワシント

ン条約との関連において考えるための基礎として，ジャコ

ウジカ類の分類や生態，生息状況，国際取引，保全上の問

題点などについて，ワシントン条約による規制内容と日本

による購香取引状況のこれまでの経緯に重点を置いて概観

する．そして最後に，ジャコウジカ類の保全上，国際取引

の全面禁止は有効な対策ではないと考える立場から私見を

述べることとする．なお本稿では，国際取引とは直接的な

関連の少ない生物学的な情報についても，日本語による適

当な解説がないことを考慮してやや詳しく記述した．

2．ジャコウジカの分類と生態

　ジャコウジカ類は，偶凹目シカ科のジャコウジカ亜科に

分類されることもある（たとえば，H◎nackiほか，1982；

Nowak，1991など）が，近年では別科であるジャコウジカ

科（Moschidae）が立てられることが多い（たとえば，

Corbet“HM，　g　99i；　WilsoR　e　Reeder，　1993；　Nowak，　1999

など）．このジャコウジカ科にはジャコウジカ属Moschscs

のみが含まれる．
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　ジャコウジカ類は，真のシカ類と異なり，胆嚢があり，

眼下腺や足腺がない．オスは，角がなく上の犬歯が長く回

状に発達し，下腹部に爵香を分泌する有名な霧香腺（長径

4～6c搬，短径3．5～4．5　cm）がある．

　山地の森林や亜高山帯の灌木林にすみ，隠れるための下

生えの豊かな環境を必要とする．植物食で，草木の葉，枝，

コケ，地衣（サルオガセ）などを食べるが，栄養価の高い

ものを選択的に採食する．交尾期は冬で，178～198日の妊

娠期間を経て，春に1～3頭（平均値は1．1～L8頭）の仔

が生まれる．仔は急速に成長し，半年で体重が成体とほぼ

同じになる．通常1年半で性的に成熟するが，メスは0歳

のうちから繁殖が可能である（Green，1989）．以上のよ

うな繁殖特性は，三体数がいったん減少しても極めて早く

回復する能力を示している．

　ジャコウジカ類はかってはMoschscs窺。ε漉漉鰯ε1種と

考えられていたこともある（E19ermait・M◎rris◎it－Sc◎tt，

1951）．その分類はいまだに混乱しており，3種から6種

までさまざまな見解があって定説がなく，文献によって記

述内容が異なる．そのためここでは，5種（ないし6種）

に区分したGr◎vesほか（1995）による分類に従って，そ

れぞれの種について，分類上の異説，大きさ，分布，生息

環境などを整理することにする．最近，世界の希少シカ類

の現状と保全計画をまとめたWemmer（1998）もこの分

類をほぼ踏襲して，4種5グループに区分している．分布

についての記述は，主としてWemmer（1998）およびZhaag

ほか（1997＞によった．和名については今泉（1988）を参

考にした．以下本稿では，それぞれの種を指すのにこれら

の和名を用いることとする。

　1）コビトジャコウジカMoschas　bereg＃yskii

　シベリアジャコウジカ（後述）の亜種と考えられること

がある（Sheng，！992）が，小型で肩高50　cm以下（今泉ほ

か，1977），体重は7～9kg（Wang，1998＞である．中国

中部から南部，ベトナム・ミャンマー北部に分布する．ワ

シントン条約の附属書掲載種データベースでは，ラオスも

原産国に含まれる．中国では，主として標高2，000～3，800

mの針広混交林に生息する（Wang，1998）．生息密度につ

いては，四川省における0．3～9．2頭／k㎡という調査結果が

ある（Wang，1998）．

　2＞ヤマジャコウジカMoschees　chsysagaster

　この種に対しては，M．　s⑳痂伽εという種名が用いられ

ることがしばしばある（たとえば，Corbet・H搬，1991；

Sheng，　1992；Zhang，　1997）が，　Groves・Grubb　（1987）

によればchsysagasteアに先取権があり，　s⑳鰯伽5は中国に

みられる一部の地域個体群の亜種名となる．大型であるが
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四肢は短く，涯分50　CtW前後（今泉ほか，1977），体重は9

～15kg（Shex｝g，1992）．中国青海三陸西部，チベット中

南部，インド北東部に分布し，その西南にみられるヒマラ

ヤジャコウジカ（後述）と分布域を接している．ワシント

ン条約の附属書掲載種データベースには，原産国として他

にミャンマーとブータンが含まれる．中国では2，0GO

～4，500　mの針葉樹林，落葉樹林，潅木林に生息する

（Sheng，1992；WaRg，1998）．中国甘粛省の保護区では23

～51頭／嫉が記録され，保護の有効性を示している（Wang，

i998）e

　3）ヒマラヤジャコウジカMoschees　leeecogaster

　ヤマジャコウジカの亜種とされることが多く，この種に

関する論文に砿csysagasterという学名が用いられている

ことがある（たとえばGreen，1986；：K3tte1，1991など）．

We搬艶er（1998）はヤマジャコウジカのleeeαogaster亜種群

としている．ヤマジャコウジカよりも大型で，体重はU～15

kgである（Sheng，1992）。アフガニスタン・パキスタン・

インド3力国の北部，ネパール，チベット南西端に分布す

る．なお，Gr◎vesほか（1995）は，カシミール地方に生

息する個体群が別種（McscPreees）である可能性を示唆し

ている、ヒマラヤ山脈の南側斜面では，主要な生息環境は

亜高山樹林と高山潅木林で，分布域の上限は森林限界にほ

ぼ一致する（Gree｝］，1986）．チベットでは，2，500～3，900

mの早馬混交林にすむ（WaR9，1998）。インド・ヒマラヤ

における調査では生息密度3～4頭／k㎡が報告されている

（Green，1987b）．ネパールのサガルマータ国立公園にお

ける調査（Kattd，1991）では，　ig87年に46～50頭／猛と

いう高い生息密度が記録されており，同じ地域で10年前に

報告された4～6頭／雌から大幅に増加している．これは，

密猟の取り締まりが厳しく行われ，薪の採取も禁止された

結果である．

　4）カッショクジャコウジカ論s漉欝翔s伽5

　ヤマジャコウジカの亜種と考える研究者もあるが，より

小型で，Sheng（1992）によれば体重は10kg未満である．

中国雲南省，チベット南東部，インド（アッサム，シッキ

ムなど），ネパール（エベレスト地域），ブータン，ミャン

マー北部に分布するe中国では2，700～4，200mの針葉樹林，

針広混交林にみられる（Wait9，1998）．

　5）シベリアジャコウジカMgschees窺。ε漉領事ε

　大型で四肢が長く，肩高60～70　cm，体重7～17kg（今泉

ほか，1977）．旧ソ連（シベリア東部，サハリン，カザフ

スタン，キルギスタン），モンゴル北部，中国東北部，北

朝鮮，韓国に分布する．旧ソ連では，山地の針葉樹林に

生息し，ふつう1，600mを越える地域にはみられない

（Heptnerほか，1988）。　Hep麺erほか（1988）は，シベリ

アの森林保護区において7。8頭／雌という生息密度を報告

している．

3e欝香とその利用

　匂香はオスの下腹部にある爵香腺から分泌され，新鮮な

ものは褐色～黒褐色の軟膏状，乾燥するとやや粉末状にな

る．1～1．5歳を過ぎると1頭1年当たり約25gが分泌さ

れるようになり，飼育下の個体からは年当たり18gの霧香

がとれる（Green，1989；H◎mes，1999）．また，：Homes

（！999）によれば，十分な大きさの爵香腺（平均25g）を

持ったオス1頭を手に入れるために，メスや若齢個体を含

む3～5頭のジャコウジカが捕獲される．したがって，1kg

の爵香を得るのには平均40頭のオスが必要となり，120～200

頭のジャコウジカが殺されていることになる．

　霧香は，爵香嚢に入った「三斜香」と，購香嚢内の中身

である「身齋香jの形で取引される（難波，1980）．日本

では，ネパール・チベット産のものは「本口手」，雲南・

四川省産は「雲南手」，シベリア・サハリン産は「白毛手」，

「白毛暴香」と称される（難波，！980）．上述した各種の分

布状況から，ロシア産のものはシベリアジャコウジカ，中

国産のものは主としてコビトジャコウジカとヤマジャコウ

ジカ，インド，ネパールからのものはヒマラヤジャコウジ

カと考えられる．

　霧香は動物由来の物質の中で最も高価なものの一つで，

Gree簸（1989）によればその値段は，1979年に中国ではUS

＄3，860／kgであったのに対し，ヒマラヤ諸国のものはその

数倍高くUS＄15，380／kgに達していた．また国際取引され

る値段は，当時，玉本香でUS＄24，000／kg，身爵香でUS＄

45，000／kgであった．1998年初めの時点では，ロシアで猟

師から買い取られる際の値段はUS＄2～3／gであるが，

ヨーロッパの香水会社の支払う価格は上限がUS＄50／gに

なる（H◎mes，1999）．

　霧香は，欧米では高級香料に用いられることがほとんど

であるが，天然の欝香は高価なため，1990年代に入ると利

用は減少し，現在では合成爵香が用いられるようになって

きている（H◎mes，1999）．中国，韓国，日本などでは伝

統医薬品としての利用が大きい．薬効成分の解明は今後の

課題となっており　（難波，1980），適当な代替品はないの

が現状のようである．

4．ジャコウジカ類の生息状況

　国際自然保護連合が作成したレッドリスト（IUCN，1996）

では，シベリアジャコウジカがVU（危急種），コビトジャ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49
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コウジカ，ヤマジャコウジカ（ヒマラヤジャコウジカを含

む），カッショクジャコウジカが：LR（nt）（準絶滅危惧種）

と評価され，ただちに絶滅が危惧される種はないとされて

いる．しかし，Wemmer（1998）は，ジャコウジカ類が分

布域全体にわたって減少していることを考えると，すべて

の種について絶滅のおそれが高まるのは時間の問題である

と述べている．いずれの：地域でも減少原因の第一は爵香を

目的とした過剃捕獲である．また人と家畜の増加がもたら

す生息環境破壊，具体的には，燃料や家畜の餌として樹木

や下生えがなくなることも，とくにヒマラヤを初めとする

山岳地域で深刻である．

　以下に，ジャコウジカの主要生息地である3地域（中国，

旧ソ連，ヒマラヤ地域）別に，ジャコウジカ類の生息状況

と山香生産量の推移などについてまとめる（［］内は筆

者による補足）．

　1）中国

　中国には上記のジャコウジカ類5種すべてが分布する．

中国版レッドデータブック（Wang，1998）では，用いら

れた基準が異なっているものの，IUCN（1996）よりも厳

しい評価がされており，カッショクジャコウジカ（危急種，

V）以外の4種（コビトジャコウジカ，ヤマジャコウジカ，

ヒマラヤジャコウジカ，シベリアジャコウジカ）すべてが

絶滅危惧種（E）とされている．

　Sheng（1992）およびSheng　e　Ohtaishi（1993）によれ

ば，中国では1950年代に2～3百万頭のジャコウジカ類が

生息していた．1950年代から60年代初期の爵香生産量は年

間1，400～1，700kgで，［lkgを生産するのに200頭が捕獲さ

れると仮定すると］毎年28～34万頭のジャコウジカが捕獲

されたことを示している．60年代には，毎年2～3千kgの

霧香が生産されるようになり，捕獲数は40～50万頭／年に

達したと推定される．このような高い捕獲圧の結果，ジャ

コウジカの地域的絶滅が生じ，生産量も減少した．1970年

代になると，生産量は年間1，5◎Okg（個体数：30万頭に相当）

になり，生息数は百万頭に減少したと考えられる．1970年

代の後期から1980年忌には，ジャコウジカの個体数はさら

に減少した．

　Wangほか（1993）によれば，1950・60年代，雲南・四川・

貴州の3省からは1，500kg／年の購香が生産され，その60

％がコビトジャコウジカに由来していたが，1980年代前半

には，コビトジャコウジカのものは500kg／年に減少し，

中国全体の霧香生産量の20～25％を占めるにすぎなくなった．

　Wang（1998）は，中国におけるジャコウジカ類の現在

の生息数は全体でおおよそ20～30万頭，そのうちシベリア

ジャコウジカとコビトジャコウジカが合わせて10～20万

頭，ヤマジャコウジカが10万頭と述べている．このことは，

50

1950年代から比べるとジャコウジカ類の個体数が1／1⑪に

なってしまったことを示している．

　中国では，国内需要量が年間500～1，　eoO　kgあり，これは

ジャコウジカ10～20万頭に相当することから，ジャコウジ

カ類の存続にとって大きな脅威と考えられている（Homes，

1999）．

　2）旧ソ連

　旧ソ連にはシベリアジャコウジカが生息する．Wemmer

（1998）およびH◎mes（1999）によれば，この地域では，19

世紀のはじめころ，ジャコウジカの個体数が20万頭を下る

ことはなかった．しかし19世紀末には，過度の捕獲により

絶滅の危機にあると考えられるまでに減少した．その後，

個体数は回復し，1960年代の終わりには8～11．5万頭，1980

年代に入っても個体数と分布域は拡大しつづけ，17～18万

頭にまで達したと考えられている．しかし，1989年～1993

年の問に9～10万頭と約半数：に減少した．これは，1980年

代末に霧香に対する高い需要があった一方，連邦の解体

（1991年）により十分な狩猟管理ができなくなり，密猟が

急激に増加したためと考えられている．さらに1996年の推

定では53，000～60，000頭に減少したとされるe

　：H◎mes（1999）によれば，1989年から1996年の問にロシ

アからは合計300～380kgの齋香が輸出され，このうちの

1／3が違法に捕獲された個体に由来すると推測されてい

る．また，この爵香の量は［1頭のオス当たり約13～14．6

gが採取できるとして］2．3～2．6万頭のオス，［1頭のオ

スを得るために4頭が捕獲されると仮定すると］全体では

9～10．4万頭のジャコウジカに相当する．

　3）ヒマラヤ地域

　ヒマラヤ山岳地＝帯にはヒマラヤジャコウジカが生息す

る．Green（1986）によれば，この地域では，20世紀に入

ってからジャコウジカの分布域はほとんど変化していない

が，狩猟と生息地破壊が多くの地域で個体数の減少をもた

らし，孤立した場所にジャコウジカを追いやっている．ヒ

マラヤ山地の南側斜面には，ジャコウジカの生息環境が5

万嫉あり，好適環境における生息密度3～6頭／k㎡を仮定

すると，20万頭の生息が可能と考えられるが，同様な狩猟

圧を受けてきたロシアと同じ生息密度（0．6頭／k紛とす

ると，実際の生息数は3万頭程度であろうとGreen（1986）

は推定している．また，インド（1972年）とネパール（1973

年）において捕獲禁止措置がとられた後も，ヒマラヤ地域

に由来する爵香は少なくとも100kg／年が取引されており，

これは最低4，000頭のオス，5，350～16，000頭のジャコウジ

カ（全生息数の18～53％）が毎年捕獲されていることを意

味するとしている．Green（1986）はまた，この推定では
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ヒマラヤ地域内での爵香消費量（インドで毎年少なくとも

15kgが使われている）が考慮されていないことを指摘して

いる。

　この地域におけるジャコウジカの全般的な生息状況につ

いては最近の情報がない．

5．ワシントン条約による国際取引の規制

　野生生物の国際取引を規制する多国間条約であるワシン

トン条約は，条約本文と附属書からなる．この附属書は動

植物のリストで，附属書1に掲載されている種は商業目的

の国際取引が禁止され，Hは許可制で取引が認められる．

ただし締約国には，特定の掲載種について，条約上の規定

に縛られない瑠保」（reservat蜘）を付す権利が認めら

れている．日本は，条約によって規鋼されると国内産業に

影響がでるため，条約批准時（1980年）から1989年まで，

ジャコウジカ類についてこの留保を付していた．

　ジャコウジカ類は，1975年の条約発効時，附属書1に

Moschas　moschOfevas　moschOfereesが掲載されていた．これ

はシベリアジャコウジカの基亜種にあたるが，当時はヒマ

ラヤ地域のジャコウジカが規剃対象として想定されていた

と考えられる．その後1979年に，砿甥05漉膨鰯3および砿

chrysogessterについてヒマラヤ諸国（アフガニスタン，ブー

タン，ミャンマー，インド，ネパール，パキスタン）の個

体群を1に，その他をIlに，また，M．　beregoyskiiと砿動εε欝

は種全体をHに掲載するという変更が行われた．しかし，

ジャコウジカ類の分類には混乱があることから，1983年に

はMoschess　spp．としてのみ掲載されることになり，ヒマ

ラヤ諸国の個体群が1，その他がIIIとなった。したがって

現在では，種に関係なく，上記のヒマラヤ諸国のジャコウ

ジカ類は国際取引が禁止され，その他の諸国（主に中国と

ソ連あるいはロシア）産の霧香は許可制で取引が認められ

ると解釈できる．

　なお，ワシントン条約には，決議8。9に基づいて，附属

書H掲載種（動物種のみ）であっても，野生捕獲個体の取

引状況に問題があると考えられる場合，関係国に事態改善

のための勧告を出し，この勧告に沿った対応措置がとられ

ない場合，その種の国際取引を一時停止できるいう仕組み

がある．勧告自体に取引の一時停止が含まれることもある．

ジャコウジカ類については，1994年，ロシアと中国に対し

て，個体数の現状と動向，捕獲管理方法など関連情報の提

供があるまで，医薬品などの製品を除き，霧香の取引を停

止すべきという勧告が出された．また同時に，条約締約国

すべてに対して，霧香とその製品が合法的に輸出されたも

のであるかを確認する取り締まり努力が促されている（事

務局通達784号）．これに対してロシアは，現存個体数は15

万頭で，密猟と生息地改変のため減少傾向にあること，年

間捕獲枠が3，0◎0～4，500頭であること，捕獲は捕獲枠の設

定と免許の発給によって管理されていること，個体数：調査

が進行中で1996年に完了することなどを報告した．これに

より，ロシアに対する勧告は満たされたことになっている．

また中国も，現存個体数は約100万頭と推定され，生息地

破壊と過剰捕獲によって減少していること，生息状況など

を調査中であること，約1，500頭が飼育下にあること，管

理剃度の強化を検討中であることなどを報告している．中

国については，さらに種別の個体数や爵香生産量について

の情報提供が求められているのが現状である（αTES

Secretariat，1995）．なお，こうした報告内容は，前節で述

べた情報とも異なっており，進行中とされた調査結果の公

表が待たれる．

　既に述べたように，現在，中国・ロシアのジャコウジカ

類は附属書豆に掲載されており，原産国の輸出許可があれ

ば国際取引が可能である．しかし，ジャコウジカ類の減少

傾向からみて，現在の捕獲および取引管理システムを含む

保全対策が有効に働いていないとする意見があり（Wemmer，

1998；Homes，1999＞，上記の決議8。9に基づく新たな勧告

を検討する動きもある．またアメリカは，全種全個体群を

附属書1に掲載するという提案を2000年4月間ケニヤのナ

イロビで開催される第ll回ワシントン条約締約国会議に向

けて検討している（Fish　and　Wildlife　Service，1999）．な

お欧州連合（EU＞は，　H◎mes（1999）の報告に基づいて，

本格的な保護が実施されるまでの経過措置として，ロシア

からの野生ジャコウジカを含む製品の輸入を一時禁止して

いる（無記名，1999）．

6．国際取引の状況

　H：◎mes（1999）は，ワシントン条約締約国が年次報告と

して事務局に提出した取引データに基づいて，1978年から

1996年までの物置およびその製品の国際取引状況を整理・

分析している．それによると，この期間に爵香またはその

製品を輸出しているのは35力国あるが，このうち原産国は

9力国で，その他の26力国は再輸出国である．霧香のみに

限ると，これを輸出しているのは，原産国が7力国，再輸

出が11力唱である．また，同期間に霧香またはその製品を

輸入しているのは42下国で，増勢に限ると，輸入したのは13

力国である．霧香製品，主として医薬品を取引しているの

は東アジアと東南アジアの諸国で，中国が製品の主要な輸

出国である．

　甲香に限って主要な取引国をみると，同期間に墨香を100

kg以上輸出または再輸出したのは，カンボジア，香港，ソ

連，ロシア，ウズベキスタン，キルギスタン，モンゴルで
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ある．100kg以上輸入したのは，フランス，韓国，香港，

日本，シンガポール，カナダである．このうち，香港，シ

ンガポール，カンボジアが主要な再輸出国である．また，

韓国，日本，フランスが主要な消費国である．また，旧ソ

連諸国（ロシア，ウズベキスタン，キルギスタン）からの

輸出量が1991年のソ連解体後急増していることが指摘され

ており，このうちロシアからは，約60kgがドイツに輸出さ

れ，そこからほとんどすべてが香港とシンガポールに再輸

出されている．韓国は，1993年に条約の加盟国となったが，

1996年までジャコウジカ類に留保を付しており，合計1，013

kgの霧香をカンボジア（412kg），モンゴル（350kg），ウズ

ベキスタン（126kg），キルギスタン（125kg）から輸入し

たことが年次報告に示されている．このうち，カンボジア

はジャコウジカの分布国ではなく，霧香の産地は不明であ

り，他の国についても輸出量の全てが自国産であるか疑問

がある．

　なお，日本の年次報告には，留保を付していた1989年3

月までの爵香の取引データが記載されていないため，

H◎mes（1999）が示したデータでは，他国の年次報告にあ

る日本向け輸出量と実際の輸入量のあいだに大きな違いが

ある．

7。日本による蒙香取引の状況

　日本貿易月表の数値（付表）に基づき，図1に1965年以

降の日本による欝香輸入量の変化を示した．主要な輸出国

をみると，1970年代初期まではインド，60年代後期から70

年代はネパール，70年代終わりから87年までは中国である．

1979年から1988年までは香港からの輸入量も多い．輸入量

のピークは1971年（727kg）と1987年（834kg）にある．！988

年には輸入量は激：減し，！989年の留保撤回後は，附属書豆

掲載個体群の原産国である中国およびソ連あるいはロシア

から比較的少量が輸入されているに過ぎない．

　1971年の輸入量のピークは，1972年にインドが輸出を禁

止したととに関係すると思われる．1987年にみられる輸入

量のピークは，1989年の留保撤回に伴う取引規制を前にし

た駆け込み輸入を示していると考えることができる．

Green（1986）は，1970年代，日本は世界で取引される霧

香の約85％を輸入していたと述べている．

　図2は霧香のlg当たり平均価格（輸入総額／輸入総量）

の推移である．貨幣価値が変化しているので単純な比較は

できないが，平均価格をみると，1960年代は1　kg当たり数

十万円であったが，1970年代初頭に急激：に上昇し，70年代

は500万円前後で推移した．80年代に入るといったん200万

円以下まで下落したが，後期以降現在まで再び上昇傾向を
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示し，近年では400万円を超えている．図3には霧香の年

輸入量とその年の平均価格との関係を示した．両者の問に

は有意な負の相関関係があり（r＝一〇．563，P＜0．00D，300

～400kgあたりを境に，購香の輸入量が多い年の平均価格

は低く，少ない年には高いという傾向が見て取れる．

　これらのことから，1970年代初頭の価格急上昇は1972年

のインドによる輸出禁止措置，その後70年代の高い価格は

輸入できる量が少なかったこと，80年謡初めの価格下落は

中国・香港から大量供給があったこと，近年の価格上昇は

入手が困難iになったことをそれぞれ反映していると考える

ことができる．Green（1986）は，1979年に中国が香港と

の境界における規剃を緩翻したため，中国から香港に霧香

が大量に密輸され，これが日本に再輸出され，1980年代の

価格の下落を招いたと指摘している．このように，留保品

目であった爵香については条約上の規綱が適用されなかっ

たため，日本が輸入した霧香の中には，輸出国が認めてい

ない違法なものが相当量含まれていた可能性がある．

　1984年10月にマレーシアのクアラ・ルンプールで開催さ

れたワシントン条約アジア・オセアニア地域セミナーで

は，条約施行上の多くの問題に日本が関係していることか

ら，改善策を至急とることを促す対日非難決議が採択され

ている（無記名，1985a）．そのような問題の一つが購香の

違法な取引であった．この会議では，ネパールG974年以

降），中国（1981年以降）は爵香の輸出を認めていないに

もかかわらず，これらの国から日本に輸入されている，ま

た香港からは管理当局が許可した以外にも輸入されている

との指摘がなされた．図iに示された，1974年以降のネパー

ル，1981年以降の中国からの輸入は，日本が保留を付して

いた1989年3月までは，原産国の管理当局が許可していな

い違法なものであったと考えられる．

　このような事態に対して厚生省は，1984年12月，建都道

府県知事あてに「医薬品の処方中から霧香を削除する申講

の取り扱いについて」という通達を出した．これは，爵香

を主成分としない医薬品の処方から爵香を削除するよう求

めたものである．厚生省はこれにより，使用量の40％が削

減できるとした．また厚生省は，爵香を主成分とする医薬

品についても，日本生薬団体連合会霧香部会に対して使用

量を減らすよう指導を行った（無記名，1985b）．しかし，

その後の輸入量の上昇は，こうした措置が輸入量の削減に

あまり効果がなかったことを示している．その後，1987年

4月，厚生省は留保撤：回までの経過措置として事前報告制

を導入し，5月15日以降に積み出しされるものについては，

事前に輸出許可書を提出することを義務づけた．この制度

は輸入貿易管理令と直結していない行政指導であり，通産

省が同年5月3日から施行していた事前確認制の対象に霧

香が含まれていなかったため，10月にマカオから輸出され

54

た6kgが通関してしまうなどの事例があった（無記名，

1988）．しかし，1988年に輸入量は激減している．そして，

1989年4月の留保撤：回以後は，条約に基づく輸出許可のな

い購香が正規に輸入されることはなくなっている．

8．ジャコウジカ類の保全対策

　ジャコウジカの保全対策としてまず考えられるのは捕獲

規制である．現在，ジャコウジカ分布国のうち，ブータン，

インド（1972年），モンゴル（1995年），ネパール（1973年），

ミャンマー（1994年〉，ベトナムG963年），韓国（1968年）

では捕獲禁止（カッコ内は指定年度）となっている．中国，

ロシアでは許可制で捕獲が認められている。しかし，これ

らの規制が有効に機i能しているかどうかは不明である．他

の分布国（アフガニスタン，カザフスタン，キルギスタン，

パキスタン）では保護のための法的規制はない（Wemmer，

1998；Homes，1999）．ジャコウジカは，繁殖率が高い動物

であるため，生息地を保全すると共にきちんとした捕獲管

理をすれば，持続的利用が容易な動物であると考えられる．

旧ソ連において，19世紀末に絶滅が危惧されるまでに減少

した状態から個体数が回復したのは，捕獲管理が有効に働

いた例である．

　野生個体群に対する捕獲圧を減らすことを目的として考

えられた方法の一つが飼育繁殖個体からの欝香の採取であ

る．しかしジャコウジカは，単独生活者でなわばり性が強

いこと，臆病なこと，病気にかかりやすいことなどから飼

育繁殖が難しく，質の高い餌を供給する必要があるなど維

持費が嵩み，また生産された爵香の質は劣るとされ，こう

した事業が経営的に成り立つかどうかは十分な検討を要す

る（GreeR，1989）．また，1頭のオスから1年に約20　g

が採取できるとして，lkgの詮議を生産するのに50頭のオ

スが必要であり，需要を満たすためには相当多数の個体を

飼育繁殖しなければならない．

　以上のような問題はあるものの，中国では，1958年以来

ジャコウジカの飼育繁殖が各地で試みられ，ヤマジャコウ

ジカよりもコビトジャコウジカのほうが飼育が容易である

ことが分かっている．とくに四川省においては，このコビ

トジャコウジカの養殖事業が広く行われ，1984年には1，000

頭が飼育下にあり，中国における養殖場からの霧香のほぼ

半分が生産されている（Green，　i987a）．インドでは，1965

年に飼育繁殖の試みが開始され，北部に複数の施設がある．

その目的は，再導入のための個体を供給することと薬用の

ために霧香を採取することであるが，商業目的で運営され

ている施設はない（Sathyakumarほか，1993）．ネパール

でも，将来の利用を目的として，半野生化での飼育繁殖が

試みられ（Shresta，1997），ロシアでも飼育繁殖による爵
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香の生産が計画されている（Homes，1999）．

　別の方法は，野生の個体を生きたまま捕獲し欝香を採取

することであるが，適当な捕獲方法の確立が課題で，実際

に事業として行われている例はない．GreeR（1987）は，

もしこうした事業からの収益が地域住民に還元されるなら

ば，密猟や違法取引を減少させ，ジャコウジカとその生息

地を保全するのに貢献できるかもしれないと述べている．

それは，まさにこのような地域で，現金収入を得ることが

難しいため，密猟や違法取引が行われるからである。

　Wemmer（1998）は，ジャコウジカ類の生息状況や保全

の現状をまとめ，今後望まれる対策として，①ワシントン

条約による規制内容，とくに附属書掲載状況を再検討する

こと，②すべての分布国において，国香の国内・国際取引

を管理するための方策を含む十分な法的保護措置をとるこ

と，③保護地域内での密猟防止や牧畜活動の管理を強化す

ること，④飼育繁殖・野生個体からの採取あるいは狩猟

による持続的な甲香生産の可能性を検討することなどを提

案している．H◎mes（1999）は，これらに加えて，①ジャ

コウジカ類保全に関わる科学的情報の整備，②分布国にお

ける捕獲・取引・需要の実態調査，③消費国における取引

規制の改善，④医薬品や香水などへの利用実態調査，代替

品研究の奨励などを勧告している．

9．今後の方向性

　以下では，ここまで述べてきた内容に基づいて，ジャコ

ウジカ類の保全対策の今後の方向性について私見を述べる

こととする．

　現状についての正確なデータが十分ではないが，ジャコ

ウジカ類が分布域全体にわたって減少していること，いず

れの地域でも減少原因の第一は爵香を目的とした過剰捕獲

であることを考えると，ジャコウジカ類を保全するために

は，現状を放置することなく，霧香の採取および取引を管

理する何らかの対策を早急にとることが必要である．

　ただし国際取引についてみると，日本および韓国が留保

を撤回した現在かつてのように原産国が輸出を許可して

いない齋香が大量に「合法的」に取引されジャコウジカの

存続を脅かす可能性はかなり低くなっていると思われる．

もし原産国による霧香の採取および国際・国内取引の管理

が適正に行われれば，今後ジャコウジカ類の個体数は回復

することが期待できる．しかし実際には，違法な捕獲や取

引が大きな影響を及ぼしている可能性があるため，その実

態を明らかにし，こうした活動を排除する対策をとること

が重要である．その場合，資源管理の全ての責任を原産国

まかせにして，条約上合法であれば取引を認めてしまうだ

けでは，適切な資源保全が達成されることは期待できない．

関係国が協力して，合法的な国際取引がジャコウジカ類の

保全に結びつくような霧香の採取および取引管理システム

を確立することが必要と考える．

　こうした観点からは，ジャコウジカ類の全種全個体群を

ワシントン条約の附属書1に掲載し，国際取引を全面禁止

することが有効な保全策になるとは考えにくい．これは原

産国が，合法的な国際取引による経済的利益を得られなく

なることで，積極的な保全対策をとる意欲や資金をなくす

という結果につながる可能性があるからである．また，ジ

ャコウジカが生息する地域の住民にとっては，合法的な国

際取引を通じた資源の持続可能な利用により経済的利益を

得る機会を失うこと，すなわちジャコウジカとその生息地

を保全しようという動機付けがなくなることを意味する．

さらに，国際取引の全面禁止措置がとられたとしても，消

費国での需要がなくなることはないと考えられるので，合

法的な取引の禁止はかえって違法取引とそのための密猟を

助長することになりかねない．しかも，この措置は国内利

用を鋼限することにはならないため，中国やインドなど国

内市場が存在する分布国では問題の解決にならない．実際，

これまでの附属書1掲載によってヒマラヤ諸国個体群の生

息状況が改善されたという報告はない．むしろ，持続可能

な利用を通じてジャコウジカ類の保全を図るような対策の

実施を原産国に求めてゆくことの方が有効であろう．

　日本はかつて世界最大の霧香輸入国であった．留保撤：回

以前に輸入された筆墨の中には，違法に採取され原産国か

ら持ち出されたと思われるものが相当量含まれており，日

本による準準の利用は結果的にジャコウジカ類の減少に大

きく関与したと言わざるを得ない．現在，齋香の輸入量は

低下しているが，需要が減ったわけではなく，1987年頃の

駆け込み輸入で蓄積された在庫が消費されていると推測さ

れる．近い将来，国内在庫が底をつきはじめた時ではなく，

今から適切な対応を検討すべきである．

　最後に，日本の関連業界，関係省庁，調査研究機関が，

ジャコウジカ資源の現況調査，個体群と生息地の管理計画

策定，薬効成分の：解明と代替品の開発，飼育繁殖あるいは

野生掴体からの善導採取事業の推進，国際・国内取引管理

システムの確立など，適切な保全対策を進めるために，原

産国と技術的・資金的な協力を行うことを提案したい．
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付表 日本に輸入された爵香の輸出国別の重量（kg＞および価格（千円）．各国について1列目に重量，2列目に金額を示し

た．重量0は1　kg未満の少量，空欄は輸入量0を示す．データは日本貿易月表による．

Appendix．　The　quantity　（kg）　and　vaXue　gapanese　1，　OOO　Yen）　of　mgsk　annuaggy　imported　by　Japan　from　each　expordng

c◎wntry。　For　each　cou滋ry癒e解a蕪tity　is　sh◎wn　ik　the　first　col麗mn　and　the　va旦xe盆the　sec◎nd　c◎iumft．　Zero　in

qgamity　col“gnwtndicates　a　smallamognt　under　lkg；　bgank，　ne　importation．　Data　are　taken　from　Nihon　Boeki　Geppyo

gapanese　Trade　Statistics）．

中国 台湾 香港 マカオ 韓国 タイ シンガポール ミャンマー ブータン ネパール
年Year

China Taiwa獄 麗0㎎ Ko㎎ 麓acao South　Korea Thaila盒d Si㎎apore 題ya簸驚ar Bhuta登 Nepa　l

1965 29 23816 8 5443

三966 2 1204
5 旨

1
1

10768

蓋967 1 蔓667 1　　1341 5 　　　　レP664 18 2U31
1968 1 1297 1 U52 48 42610

1969 ・124 U24◎◎

1970 1 77◎ 1 108G 159 143877

1971 3 1645 1 豆115 3　　　960 ◎　　　171 172 16◎161

1972 7 17647
　　　　　　　　　　　：

O　　　688 23 25799 146 252579

1973 7 37517 22 71811 2　　6873 ◎　　　601 17羅 653669

1974 2 14193 4 24257、 ◎　　　107 1◎o 535劔3

1975 G 1735 6 25958 2　　4493 99 451344

1976 12 39449 9 35182 179 881◎89

1977 26 99526 4 14993 193 943964

1978 12 豊24361 3 22557 232 1U1872
1979 73 382272 46 106160 1　　2542 196 U38629
1980 180 732804 4◎ 191147 i56 777634

1981 24◎
　　　　　　　’

T60856
5

37
　　　　　く

X8535
彰 ｛ 野 イ ｝ 《　　25

65224

1982 228 478089 87 171838 1
1

16610

1983 222 371625 135 186737 2　　2◎21 20 252◎4

1984 2豊5 352688 87 u4619
ig85 3◎4 5三2628 99 131329 o 598

1986 345 428861 33 37179

1987 687 729356 1◎o 124581 6　　7186 4◎　　46212

1988 86 2426◎8

1989

Pggo

1 2391 夏5 37843

ig91

P992

1993

P994

P995 1 35◎2
｝ ｝ 奮 ｝

1996 3 亙20◎2

1997 3 15868 5 21307

1998 2 豆豆987

インド パキスタン ソ連・ロシア イギリス フランス ドイツ スイス メキシコ アメリカ A
口

計
年Year

互n曲 Paklsta強 Sovle乾掘o諏ussia UK F鍛簸ce Gefma簸y Swlzterね職d Mexico USA T◎t譲

1965 403　　88957 1 719 7 49◎◎ 448 123835
各 ｝ む

1966 29◎　　88012 4 3478 307 103462

1967 455　126065 o 95◎ 4　　3609 7 6697 2　　　367 493 163491

豊968 469　128183 8 7258 26　　25979 ◎ 2873 553 209352

1969 372　　74154 7 6048 6 4558 5◎9 197160

1970 400　　54866 12 122G7 2 4295 575 217095

1971 546　　42255 2 46◎1 727 210908

1972 178　128888 1
1

16233 4 5232 369 447◎66

三973 81　266228 0　　3579 3 14937 2 3334 291 1058549

1974 16　　83032 o 4299 2 10265 0　　　453 124 671619

1975 1　　5468 1 3636 ◎ 102 ◎　　　9◎o 109 493636

1976 0　　5425 9 36801 4 836ポ 213 1◎◎6312

1977 5　　17864 o U57 228 1◎775◎4

1978 1　　4618 2　　9647 3 6402 253 1279457

1979 1　　2609◎ 3　　16218 14 6◎836 334 1732747

1980 6　　25956 16
　　　　　　書

U1892 O　　l991 398 1791424
｝ 4 ， 《 レ 《 ， 咳

1981 l　　l620 39 87735 1　　　838 343 814808

1982 34 56061 1 2721 361 725319

1983 8 11400 387 596987

1984 2 248◎ o 2710 304 472497

1985 34 38639 437 683194

1986 378 466040

1987

P988

P989

P990

　1

P7

@6

P1

7186

R0846

P6925

R1324

834

P03

Q2

P
1

908259

Q73454

T7159

R1324

1991

P992

P993

14

@5

@5

3三542

P2518

P3068

7 9358

14

P2

@5

31542

Q1876

P3068

1994

P995 8
8

20159

Q2359 8
9

20159

Q5861
A 曾 く ｝ ，

1996 29 102025 32 114◎27

1997

P998

豊4

P3

62926

T4401

22

P5

1001◎1

U6388

57


