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は じ め に

ダチョウがわが国に産業動物として導入されたのは1988年である。その後、1995年

以降本格的に導入され、現在沖縄から北海道まで全国に1万羽弱が飼養されている。

ダチョウは、ウシと比べて生産性が高いうえにヒトの食物と競合する穀物だけでな

く粗飼料や食品製造副産物等の地域飼料資源を活用して、付加価値の高い畜産物を生

産できる優れた動物資源である。そのため、食品製造副産物などを有効活用して、村

おこしの一助にと期待され導入が行われている事例もある。

しかし、わが国におけるダチョウの飼養についてはその歴史が浅いこともあり、管

理技術に多くの問題を抱えているのが現状である。さらに、国産ダチョウの肉やその

他生産物については認知度の低さや流通ルート未整備などの問題もある。

財団法人日本農業研究所は、故内村良英前々理事長がダチョウに着目され、関連機

関や団体等のご指導とご協力をいただき、ＪＲＡ日本中央競馬会の特別振興資金によ

る助成事業（平成９～13年度 新家畜資源利用開発調査研究事業、平成14～16年度

特用家畜等生産利用技術確立調査研究事業、平成17～19年度 特用家畜等生産技術向

上対策事業）の一環として、社団法人畜産技術協会からの委託を受け長期間にわたっ

てダチョウに関する調査研究を実施することができた。

ここに記して関係各位に謝意を表する次第である。

この助成事業により得られた成果はダチョウに関する実規模での調査研究事例の極

めて少ないわが国において貴重なものである。これに加えて、大学等の成果や情報を

含めてマニュアルとして情報提供することが、ダチョウ関係者にとって有用ではない

、「 」 。 、かと考え ダチョウ飼養管理マニュアル として刊行することとした この中には

ダチョウを飼養し地域振興に貢献すべく取り組んでいる現地の貴重な事例も紹介され

ている。これらの情報は限られているものの実際の飼養に当たっての注意、目標、目

安として十分に役立つものと考えられる。

一方、ダチョウが他の家畜・家禽に比して動物としての変異が極めて大きいことを

念頭に置き、ここで紹介した情報の実際の適用に当たっては、あくまでも参考、目安

として、場合によってはさらに一工夫する必要があることも強調しておきたい。

、 （ ）、 、 、 、本マニュアルの作成にあたっては 唐澤豊 座長 早川治 齋藤俊之 豊原弘晶

藤村忍、真鍋フミカの各位に編集委員として企画段階から参加していただき、原稿の

執筆をいただいたことに感謝を申し上げる。

平成20年２月

財団法人 日本農業研究所

理事長 髙 橋 政 行
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Ⅰ ダチョウの概要

ダチョウはアフリカ原産で、南アフリカにおいて家畜化され、平成８年（1996年）以

降急速に世界各国で飼養されるようになった。日本にも平成７年（1995年）以降本格的

に導入され、現在沖縄から北海道まで全国に１万羽弱が飼養されている。

ダチョウ専用のと場が整備され、防疫上の対応も制定され、また生産物の認知度もあ

がるなど、以前に比べ、ダチョウ生産の環境は整いつつある。

ダチョウは、人と競合しない飼料資源の活用が可能で、環境温度に対する順応性が高

く、初期成長が早い上に、差別化できる品物を生産できるなど、優れた動物資源である。

しかし繁殖率や育成率の向上など克服すべき課題もある。

１．ダチョウとは

ダチョウは、ウシと比べて生産性が高いうえ、雑食性で穀物のほか草も好んで食べ

るなど粗飼料の利用性が高い。

またダチョウは、気温の変化に対する適応力が強く、寒冷地から熱帯の地まで各地

で飼養されている。その他、ダチョウは繁殖期の雄を除けばほとんど鳴かず、群れで

の飼養が可能である。

生産物の皮は豪奢で耐久性に富み、肉は赤身でコレステロールや脂肪含量が少ない

ほか、鉄分、ビタミン類などを多く含みヘルシーな肉として知られている（表１ 。）

卵殻はクラフトの材料に、また羽根も装飾用として利用できる。 近は、病気治

療・予防用、あるいは臨床検査用の特異抗体を効率的に生産できることから、その方

面からも注目されている。

このようにダチョウは、飼いやすい上、ヒトの食物と競合する穀物だけでなく自給

的飼料資源を活用して、付加価値の高い生産物を生産することのできる優れた動物資

源である。

（*mg/100g、**脂肪酸総量100g当たり）表１ ダチョウと他の動物の肉成分の比較

肉の種類 ｶﾛﾘｰ kcal/100g ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ* ﾘﾝ* 鉄* VA IU/100g VB1* VB2* ﾘﾉｰﾙ酸** ﾘﾉﾚﾝ酸** ｸﾚｱﾁﾆﾝ* 総ｶﾙﾆﾁﾝ*

ダチョウ 114 68.0 226 2.9 71 0.29 0.30 25.5 2.5 548 73～174

牛肉 282 90.5 150 2.5 30 0.10 0.24 3.1 0.1 387 94

鶏肉 164 85.8 190 0.5 30 0.10 0.10 0.08 0 ＜

１）ダチョウの品種と生態

(1) 品種と特徴

現在日本で一般的に飼養されているダチョウは、アフリカンブラック種で、雄の体

色は黒色で翼と尻尾に白い羽根を持ち、雌は灰茶色である。繁殖期に雄は嘴、目の周

り、脚の脛（中足骨 が赤くなる。tarsometatarsi）
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写真１ ダチョウの雄（左）雌（右）

もともとダチョウ産業は、羽根（当時ヨーロッパの社交界で人気のあった装飾用羽

根）の採取を目的に始まったため、上質で美しい羽根を持つシリア産のバーバリタイ

プのダチョウ )と、もともと南アフリカのケープ地域に生(Struthio camelus camelus

息していた南アフリカダチョウ を交配して、アフリカン(Struhio camelus australis)

ブラック種（ var ）が南アフリカで作出された。Struthio camelus .domesticus

アフリカンブラック種の長所は、①他の品種より多く産卵する（40個/年 。②おと）

なしくて扱いやすい。③羽根の品質が高い。④皮革の品質が高い。⑤早熟性である

（２歳以下で産卵を開始することもある 、などである。）

(2) 生 産 性

ダチョウは、一般に、雌は生後２～2.5年で、雄は2.5～３年で成熟し、成雄は体重

が120kg、体高が2.5ｍ、雌はこれより少し小柄である。標準的には、一頭あたり34～

41kgの低脂肪の肉、1.1～1.3ｍ の皮、1.4～1.8kgの羽根を生産する。2

繁殖鳥はペアあるはトリオで飼養するが、春先から秋口にかけて、雌は雄が掘った

巣穴に、年平均約40個の卵を産む。

ダチョウとウシの生産性を比較すると表２のようになる。

（M.M.Shanawany,1995）表２ ダチョウと牛の生産性の比較

ダチョウ ウシ

妊娠期間（日） 42 280

年間産子数（1雌親当たり） 40 1

受胎から屠殺までの日数（日） 407 645

生肉量（１雌親当たりkg） 1,800 250

皮（１雌親当たり㎡） 50.4 2.7

羽（１雌親当たりkg） 36 -
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２）生体機構と生理

ダチョウは、飛ぶことはできないが、時速60kmで10分以上走ることの出来る強靭な

脚を持っている。ダチョウの足は、第三趾と第四趾の二趾だけになっている。第三趾

は外側にあって小さくバランスをとる役割を持ち、第四趾は内側にあって大きく幅広

く底には弾力のある癒合組織を持ち、先端におよそ７cmの爪を持っている。

ダチョウはニワトリのように素嚢を持っていないが、その代わり食道のはじめの部

分は小袋（gullet）に似て伸縮し、頭をもたげて飲み込むまで食べた物をそこに貯め

ておくことができる。繁殖期の雄では、食道は空気で膨らませブーミングを発する場

所になる。

胃は、ニワトリのように腺胃と筋胃からなり、筋胃には成体では1.5kgの小石が入っ

ていて消化を助けている。これは一定時間筋胃に止まった後排泄される。小腸は十二

指腸、空腸、回腸からなり、空腸は盲腸末端が付着しているところで終わり、以後盲

腸分岐部までが回腸である。回盲分岐部から始まる結腸、直腸の大腸は成鳥で16ｍ、

小腸と大腸の接合部のところで分枝している一対の盲腸は成鳥で直径５～６cm、長さ

60～80cmもある。このように発達している後腸には、セルロース分解菌をはじめたく

さんの微生物が生息している。飼料はこの腸管全体を、ヒナでも36時間以上もかかっ

て通過するため、微生物の働きによって繊維の多い飼料の消化と吸収が可能である。

ダチョウの雄は、トリの中では珍しく、ペニスを持っており、排尿・排糞のときに

必ず外に出す。また、糞と尿は分離して排泄する。雌は２つの卵巣を持っているが、

左側の一つだけが発育して機能し、右側のものは退化している。

２．日本のダチョウ産業

１）飼養羽数

ダチョウが我が国に産業動物として導入されたのは、比村直光氏が沖縄の今帰仁村

にイスラエルから輸入し飼育を始めた昭和63年（1988年）である。その後平成７年

（1995年）に北海道の東藻琴村に６羽のダチョウが輸入され飼育が始まったのを皮切

りに、日本各地に次々に導入され、現在では南から北まで各地で飼育が行われるよう

になった。

飼養羽数は平成８年度（1996年）に566羽であったがその後急激に増加し、10年度

（1998年)に3,241羽、13年度（2001年）に9,300羽となった。その後15年度（2003年)

は漸増し9,773羽となったが、16年度（2004年）には1,000羽以上も減少し8,338羽とな

った（表３ 。）

平成16年度（2004年）の飼養戸数を都道府県別に見ると、上位は北海道51、沖縄県

32、茨城県28、鹿児島県24、熊本県、愛媛県各15となっており、飼育羽数は茨城県が

1,177羽と も多く、次いで北海道1,052羽、鹿児島県1,026、青森県904羽となってい

る。一戸あたりの飼養羽数(カッコ内は15年度(2003年)の数字)は青森県の301(297)羽

が も多く、次いで兵庫県61(80)羽、静岡県57（47）羽、茨城県42(54)羽、鹿児島県
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42(43)羽、北海道17(23)羽となっている。

表３ 日本におけるダチョウ飼養羽数

年 度 飼養戸数 繁殖用羽数 肥育用羽数 その他 合計羽数

平成 8 10 566 0 0 566

9 47 1,072 52 366 1,490

10 125 1,867 596 778 3,241

11 198 2,775 1,813 785 5,373

12 266 4,377 2,953 502 7,832

13 323 3,791 4,739 762 9,292

14 361 3,596 4,631 1,457 9,684

15 403 3,412 4,408 1,953 9,773

16 411 3,285 3,411 1,642 8,338

農林水産省生産局畜産部畜産振興課調査（動物園は除く）

２）経 営

日本における収入の主体は、肉の販売によるもので、皮は、輸送過程での損傷等の

ため、多くの場合質が低く、なめし加工されない例もある。それに、内臓、羽根等の

販売収入が加わる。因みに南アフリカでは、皮、肉、羽根の収入がそれぞれ、50％、

45％、5％を占める。経営上の支出として大きなものは、肥育経営では素鳥ヒナの購入

費、飼料費、解体処理費、皮のなめし染色加工費がある。さらに、生体運送費、労賃、

水道光熱費、施設償却費等が必要経費である。

育成率が何％になるかはコスト引き下げに大きく影響すること、さらに質によって

は皮の販売価格が落ち込むことなどがある。しかし、飼料費等の低減によって収益性

を高めることは可能である。南アフリカでは飼料費はコストの約70％を占める。

３）流通と消費動向

世界で生産されるダチョウの肉は135万７千トンで、うち70％が南アフリカで生産さ

れている。我が国における肉の推計消費量は、平成９年の約80トンから平成15年には

450トンに増加し、そのうち輸入量が400トン、国産が50トンであった。しかし、平成

16年以降は鳥インフルエンザの影響で輸入量が激減したため、消費量は150トンを下回

る状態である。そのうち国内生産量は50トン程度で、この量は平成15年以後増減して

いない（JOC、2007 。）

国内産肉の生産は安定的な生産体制が整備されているとは言い難く、輸入量の減少

に伴う需要の増大に答えられない状況である。したがって、現状では肉の需要はある

が品薄という状態で、そのため、輸入価格、国産価格とも上昇傾向にあるという（

JOC、2005 。ダチョウ生産物の市場認知度が高まりつつある中で、今後の国内産ダチ）

ョウ生産物への期待は大きく、平成15年時の消費量を国内産ダチョウで賄えるくらい

の繁殖用成雌ダチョウの飼養羽数約1,400羽の飼養と安定的な繁殖、育成技術の向上が

求められている。

日本はダチョウの皮を世界で も多く消費する国で、消費量の年間40～50万枚をほ
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とんど輸入に依存している。皮の価格は国際相場に左右されることから、ダチョウ生

産地における鳥インフルエンザ等の伝染性疾病の発生は品薄による価格の高騰をもた

らす。現在日本国内における生産量は年間2,000枚程度が加工されているものと推定さ

れるが、零細業者が多いため、また飼養管理上の問題から皮の品質が低く充分利用さ

れて経営に寄与するほどになっていない。

皮下や内臓の脂肪については小規模ではあるが商品開発が行われ、一部通販や地域

特産品として販売されている。

食用卵としての卵の需要はあるが、大きな規模で流通するというものではなく、生

産者と消費者が個別に相対で取引する程度である。種卵として販売できるものであれ

ばより高価格の種卵としての販売が一般的であるし、食用卵とすると衛生面、品質面

での管理が重要である。現在の販売価格は１個3,000～6,000円である。

４）と場の整備

日本おけるダチョウ専用のと場は、茨城県石岡市への設置を第一号に、各地に設置

されるようになり、2005年現在ダチョウ専用のものとして次の11ヵ所に設置されてい

る（JOC 。）

北海道北広島市、北海道豊浦町、青森県十和田市、山形県朝日町、茨城県石岡市、

千葉県野栄町、東京都大島町、長野県伊那市、岐阜県坂内村、沖縄県具志川市、沖縄

県石垣市

これによってダチョウ生産の出口が確保されダチョウ産業の体制が整った。

（唐澤 豊）
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