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Ⅱ 管 理 技 術

１．繁 殖

ダチョウは雌では２歳以降、雄では３歳以降に性成熟に達し、交尾、産卵が行わ

れるが、気象条件や栄養状態、遺伝の影響などで異なる。ダチョウは非常に神経質

な動物であり、交配組み合わせの時には十分に配慮する必要がある。また、良い組

み合わせが得られたらできるだけその組み合わせを変更しない方が良い。雄鳥は発

情期になると脛部分や嘴周辺に赤みを帯びてくる。また雌では、翼を広げた特徴的

な行動を取るようになる。雌雄を物理的に離すことによって受精卵率の改善が図ら

れるとの報告がある。生産費の低減化のために食品製造副産物など安価な飼料原料

を利用している農場もあるが飼料費の低減を図ってもダチョウの産卵成績などにマ

イナスの影響が生じては何にもならないので慎重な対応と注意が必要である。

ダチョウは雌では２歳以降、雄では３歳以降に性成熟に達し、交尾、産卵が行われ

るが、気象条件や栄養状態、遺伝の影響などで異なる。日本農業研究所（以下、日本

農研）保有の繁殖用雄の体重は約110kg（80～150kg）、繁殖用雌では約100kg（85～

140kg）であった。

繁殖は一般的には雄１羽と雌１羽のペア方式、雄１羽に対して雌２羽のトリオ方式、

及び複数の雄雌を同じエリアで飼養する方式がある。ペア方式とトリオ方式を比較し

た日本農研の実績では前者の方が繁殖成績が良いようである。ダチョウは非常に神経

質な動物であり、交配組み合わせの時には十分に配慮する必要がある。また、良い組

み合わせが得られたらできるだけその組み合わせを変更しない方が良い。繁殖用ペン

の面積は、１ペンあたり340～500㎡であり、日本農研では１ペンを42ｍ×８～12ｍと

しており、運動を考慮して形状は細長い長方形にしている。

ダチョウは寒さに弱い印象をもたれがちだが、日本では北海道でも飼養され、世界

的にみてもカナダやドイツなどでも飼養されており、成鳥では寒さよりもむしろ雨が

苦手のようである。従ってエサ場と産卵場には雨が吹き込まないように広い屋根（シ

ェルター）をつけた方が良い。屋根の下に厚く砂を敷き床を乾燥させておくと、そこ

で産卵することが多く、種卵も汚れない。屋根の下で放卵するように、偽卵の設置が

有効な場合がある。

雄鳥は発情期になると脛部分や嘴周辺に赤みを帯びてくる。また雌では、翼を広げ

た特徴的な行動を取るようになる。産卵は、春に始まって秋に終了し、冬期間は休止

するというタイプが も一般的である。中には、冬に再度放卵を開始するダチョウも

いるが、冬期の種卵は、孵化や育雛に暖房のコストがかかることから、種雌の産卵を

同期化させるために産卵制御を行う。制御方法は、飼料の蛋白質含量及びエネルギー

量を下げたいわゆる低質飼料を９月中に給与することで産卵を抑制し、産卵を開始し
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たい時期の２ヵ月程度前から飼料の蛋白質含量及びエネルギー量を高めたいわゆる高

質飼料を与えるのである。また、一時的に雌雄を物理的に離すことによって受精卵数

の改善が図られると言われている。

日本農研における繁殖鳥用飼料のメニュー例は別項目で記述しているが、９月中旬

より粗蛋白質（CP）19％の飼料からCP15％の飼料に切り替え、翌年１月中旬にCP19％

の飼料に戻したところ、10月～翌年１月までの産卵はほとんどなく、３月から産卵が

揃った。

産卵は、一般的に 盛期でも２日に１回、午後に産み、平均卵重は約1,500ｇ（

1,200～1,800ｇ）で、年間40個程度を産卵すると言われている。日本農研の例では、

産卵制御を行った４年間のペア平均では40～53個、産卵制御を行わなかった年には76

個の成績が得られた。しかし、個体（ペア）間のばらつきは大きく、18年度成績では

少の６個から 多の85個まで（平均53個）の幅があった。

図１ 月別産卵数の比較

繁殖用の飼料は、生産費の大きな割合を占めることから、生産費の低減化のために

農場によっては食品製造副産物など安価な飼料原料を利用している。しかし、飼料費

の低減を図ってもダチョウの産卵成績などにマイナスの影響が生じては何にもならな

い。その影響がその年限りではなく翌年も影響することも考えられるので、特に慎重

を期す必要がある。

（小川増弘）

［参考文献］

・ 財団法人日本農業研究所「ダチョウ飼育の手引き」2005.
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写真１ 細長く仕切った繁殖鳥用ペン 写真２ ダチョウの交尾行動
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２．孵 化

放卵した卵はできるだけ清潔な状態で貯卵し、一定数が揃った段階で（２週間以

内）孵卵器に入れる。約42日で孵化するので、その数日前に孵化器へ移動する。受

精の有無は孵卵３週目の検卵で判別できる。受精卵比率の向上が繁殖成績を高める

第１の関門である。

一般的に放卵は午後に行われるので、放卵時刻が予測できる場合、放卵した卵をで

きるだけ早く採卵する。繁殖の項で述べたように、ダチョウの放卵場所には砂を敷き

雨が吹き込まないようにして乾燥した状態にしておき、清潔な卵を採取する必要があ

る。

ダチョウ卵の卵殻は厚く、気孔も複雑（写真１）なため、一度汚れるとその除去は

難しく、腐敗卵の原因となる。消毒は、鶏卵と同様に両性殺菌消毒剤やホルマリンを

用いる方法もあるが、消毒用エタノールのスプレイ及び拭き取りによる。しかし、細

菌に一度汚染されると消毒しても除菌は難しいので、前述のように清浄な種卵の採取

が肝要である。

種卵は、原則的には18℃ 貯卵器以下で出来るだけ安定した温度が保てる室内若しくは

に気室を上にして１～２週間貯卵し、まとめて孵卵器に入卵する。貯卵期間が延びる

と孵化率は低下する。

孵卵期間はおおよそ42日で、約39日間孵卵器に入れた後、孵化器に移して約３日間

で孵化させる。孵卵器、孵化器は温度を36.4℃、相対湿度を26％に設定して稼働して

いる。

孵卵器と孵化器は日本製と米国製が市販されている。種卵の置き方、転卵方式に違

いがあるものの、孵卵成績に差はなかった。日本製の孵卵器と孵化器では加湿はでき

るが除湿はできないこと、米国製は加湿・除湿の装置が付いているが日本の梅雨時期

の高湿度な気象条件下では設定湿度を保ち得ない。そのため、できるだけ低湿度にす

るような工夫が必要と思われる。

（左：側面、右：表面 （動物衛生研究所久保正法氏による）写真１ ダチョウの卵の電子顕微鏡写真 ）
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受精卵かどうかの検出は検卵器で行う（写真２ 。透光させた卵影の状況から判断す）

る方法で、このことをキャンドリングと言い、 孵卵３週目で受精、無精、腐遅くとも

敗の判別は明瞭にでき、熟練すれば約90％の精度で判別できる。検卵によって無精卵

と腐敗卵に判別された卵は直ちに除去する必要がある。

写真２ 検卵の様子

受精率及び孵化率を上げることは、ヒナ生産を向上させるための第１の関門である。

日本農研における平成14～17年度の成績では平均有精卵率は60.4％であった。ダチョ

ウ飼養農場では、受精率が90％を超えるという報告もあり、受精率向上に向けた対策

が求められる。対受精卵孵化率は、日本農研における平成14～17年度の成績では平均

孵化率は58.5％であった。これを入卵数に対する比率でみると35％となりかなり低い。

種卵を選んで入卵することによって、受精率が約80％、受精卵に対する孵化率が65％

との成績もあり、当面の目標水準は対入卵孵化率60％程度と考える。しかし、天候不

順の影響や給与した飼料の影響で繁殖成績が低下する場合がみられ、より詳細な点検

が必要である。

平成18年度の受精卵率は40～55％と低く、繁殖鳥への給与飼料の影響や日照不足な

ど気象要因の影響も考えられる。

（小川増弘）
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３．ヒナの育成

ダチョウのヒナは、２ヵ月齢までの育成方法として、飼育舎内はエアコ

ンで25℃の除湿を行い、約40cmの高さにトタンなどでガードし、孵化後２ヵ月間、

半径約60cmの傘をつけた改良型電気ブルーダーとヒーターマットによる保温が

有効であり、その後の発育についても６ヵ月齢で平均体重70.1kgと好成績

を得ている。しかし、ヒーターマットのみの保温では温度不足で卵黄吸収

不全による死亡率が高くなる。

鶏用配合飼料は低蛋白・高エネルギーであるため、ダチョウを飼育すると発育に支障

を招くといわれているが、初生ヒナに鶏用配合飼料を給与してもダチョウ配合飼

料と同等に発育する。

１ヵ月齢のヒナから２ヵ月間グリットを給与することにより飼料摂取量

が増し、体重が増加する。

緑餌（季節の野菜）は、１ヵ月齢以降給与しなくても事故の発生なく発育する。

愛媛県養鶏試験場において得られた成果から育成方法を述べる。ダチョウ初生ヒナ

（導入：南アフリカ共和国、品種：アフリカンブラック種）を、床面積3.6ｍ×3ｍに

５羽飼育し、鶏舎内はエアコンにより25℃での除湿を行い、給与飼料について、餌付

けはダチョウ配合飼料と粉砕ヘイキューブ、緑餌（季節の野菜）を給与し、給水は餌

付け時に経口補液剤を用い、その後は水道水での不断給水により飼育した。

約40cmの高さにトタンなどでガードし、孵化後２ヵ月間、半径約60cmの傘をつけた

改良型電気ブルーダー（以下、電気ブルーダー）とヒーターマットによる保温を行う

と、電気ブルーダー下とヒーターマット上に集り、暑いと周囲の涼しいところへ移動

できるようにする（写真１ 。餌付け開始後の体重は、図１に示すとおり も発育がよ）

い。

ヒーターマットのみの保温では、電気ブルーダーからの熱源がないため、ヒーター

マット上に体を伸ばして寝る(写真２)。このまま飼育すると、３ヵ月齢には温度不足

による卵黄吸収不全と考えられる原因で死亡してしまう（写真３ 。）

38℃

34℃

39℃

写真1 改良型電気ブルーダーとヒー

ターマットによる保温
温写真2 ヒーターマットのみによる保



写真４　指まがりおよび脚のねじれ
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ダチョウヒナ１ヵ月齢から２ヵ月間、１羽当たり約300gのグリット（園芸用の５mm

小石）を給与したところ、飼料摂取量が増加し増体重が大きいことがわかった。この

ことは、歯がなく飼料を丸呑みするダチョウにとってグリットが筋胃内に留まり、飼

料の消化を物理的に助長するとともに筋胃粘膜の発達も促していると考えられる。ま

た、無給与では飼料摂取量が増すにつれ、消化を助長するためか飲水量が増加し排尿

を頻繁に繰り返すことで不衛生となり、床面が滑りやすく事故等の発生する恐れがあ

ったため、注意が必要である(図４)。

鶏用配合飼料は低蛋白・高エネルギーであるため初生ヒナに給与すると発育に支障

を招くといわれているが、鶏用配合飼料（マッシュでCP17.0％、ME2,850kcal/kg）と

ダチョウ配合飼料（ペレットでCP19.0％、ME2,570kcal/kg）を３ヵ月間給与したとこ

ろ、同等に発育することがわかった（図５ 。これは飼料が問題なのではなく、餌付け）

時の環境条件に問題があったと考えられる。

表１ 増体重・飼料消費量・飼料要求率

育成率 体重 増体重 飼料消費量 飼料要求率

（％） （kg） （ kg） （ kg） （％）

1ヵ月給与 100 13.6 9.58 11.13 1.16

2ヵ月給与 100 13.1 9.08 9.65 1.06

ダチョウ初生ヒナに緑餌（季節の野菜）を１ヵ月齢までと２ヵ月齢まで給与した

ところ、１ヵ月齢以降緑餌を給与しなくても事故の発生なく正常に発育することが

わかった（表１ 。）

今回の結果を取りまとめて「ダチョウ初期育成マニュアル」を作成したので参考に

してほしい（図６ 。）

給与飼料関係では、まず初生時または導入日に体重測定を行い、下腹部を触診し卵

黄の吸収を確認して３日齢で餌付けし、野菜細切・ペレット粉砕又は成鶏飼料・粉砕

ヘイキューブ等を制限給与する。このとき、床面に撒いてくちばしで活発に食餌する

ようになってから、トレーで給与した方がよい。また、同日齢でよく食餌しているダ

チョウヒナがいればよいが、座っていたり、床をつついたりするだけであれば、活発

に食餌する５～10日齢のダチョウヒナを一緒にしてもよい。10日齢で指曲がり防止と



- 14 -

してパンカルGとビタミンA･D･E剤を経口投与する。30日齢でグリットを給与し、飼料

摂取量の増加に伴いペレットと粉砕ヘイキューブを不断給与する。

環境条件は改良型電気ブルーダーとヒーターマットによる保温（ブルーダー下で

39℃前後に調節）と除湿で卵黄の吸収を促し、餌付いたヒナは活動範囲が広がるため

徐々にガードを広げ、３週齢でガードを除く。夏季は約１ヵ月齢で、冬季は２ヵ月齢

で保温を中止し、それ以後は野外の環境に慣らし３ヵ月齢までに放飼する。

その他の注意事項として、餌付いたヒナは粒状の黒っぽい糞をし、行動が活発にな

る。よく観察することで異常ヒナの早期発見に努めるとともに、７日齢で体重測定し

体重が初生時より15％以上減少したヒナには、強制的に１日２回練り餌を数日間経口

投与し体力の回復を図る。ただし、練り餌を給与するとき気管と食道を間違えないこ

と、食道を痛めないようにする必要がある。以上の事項に注意し育成すると、20～

30％と言われていた初期育成が、70％以上に改善される。現在では、成鳥の飼養管理

技術及び人工孵化技術の向上により強いヒナが生産されるようになったこと、また地

域一貫経営により外国から輸入することがなくなり、輸送のストレスなどが解消され

たことから、開脚や指曲がりなどの遺伝的疾患と思われる原因で死亡するヒナを除く

と、育成率は90％以上に改善される。

（真鍋フミカ）

卵黄期 餌付け期 馴育期
日 齢 初生 3 10 20

体重目安 900g 1,000g 2,000g800g

体重測定 パンカルG給与飼料等 制限給与：野菜細切

VA･VD･VE剤下腹触診（卵黄吸収） ペレット粉砕

経口補液 経口投与

環境条件 ガードを徐々 に広げる ガード除く改良型電気ﾌ゙ ﾙ ﾀーﾞーと

ﾋー ﾀー ﾏｯﾄによる保温と除湿

餌も水もほとんど食べない 餌付いたヒナは 行動範囲が広がる

糞の量が増える粒状の黒っぽい糞

注意事項 開脚防止策 増体に注意（ 初生体重より15%減で ）早期発見 ネリエ投与、

順応期

日 齢 30 60 70 90

体重目安 ３kg 10kg 15kg 25kg

給与飼料等 不断給与：ペレット 野菜細切中止

粉砕ヘイキューブ

グリット給与

環境条件 夏季は保温中止 冬季保温中止 徐々に野外に慣らす 放飼

ヒナの状態 食欲旺盛で飼料摂取量の増加

注意事項 床面の滑りと打撲に注意

図６ ダチョウ初期育成マニュアル
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４．４ヵ月齢からの育成、肥育

ダチョウの成長は３ヵ月齢から８ヵ月齢に活発である。したがって、このころの飼養

管理が育成、肥育のためにはとくに重要である。

ダチョウは、繊維を消化し利用できるが、その能力は３ヵ月齢以後急激に高くなり、

それにともなって、牧草やサイレージを飼料として利用することが可能になる。

育成肥育方式としては次のような例がある。１）配合飼料のみを給与して育成する方

式、２）牧草、サイレージ給与あるいは放牧に濃厚飼料を補助的に給与して飼育する方

式である。必要な栄養素量の、４ヵ月齢では約３割を、以後増やして10ヵ月齢では６割

を牧草で与えることができる。サイレージは栄養素の20％までを給与することが可能で

ある。このことは、牧草やサイレージに類した粗飼料の利用が可能であることを示して

いる。牧草やサイレージの利用は飼料費の節減に有効である。

育成、肥育時の飼養管理は、単に成長に影響するばかりでなく、肉質やその後繁殖に

供用する際のダチョウの性能に大きく影響する。

１）ダチョウの成長

ダチョウの筋肉の も活発な発達は７あるいは８ヵ月齢の時に起こる。そのために

は、６ヵ月齢までにとくに栄養的に十分な飼料を給与することが、歩留まりよく多く

の肉を生産するためには必要である。８ヵ月齢以後の体重の増加は、皮の厚さ、腹腔

内や皮下の脂肪の増加によるものである。

日本農研の飼育法では、幼雛時には小さく育てて、その後大きく育てる飼養管理法

が示された。農研方式では、飼料のCP含量が２ヵ月齢までのヒナに通常必要とされる

20.５～22％のところを17％、それ以後５ヵ月齢まで18～22％のところを16.5%と低く

して、飼料を自由摂取しても質的に制限する育成方法である（図１ 。）

農研方式では、ヒナの体重は、１ヵ月齢で1.4キロ、３ヵ月齢までの体重増加は他の

報告者の結果と比べて著しく低く、他の報告値の半分にも足りないか、場合によって

は３分の１ぐらいしかない。しかし、３ヵ月齢から４ヵ月齢にかけて体重は急激に増

加し、５ヵ月齢には他の報告者の成長に追いついている（表１ 。この結果から、発育）

の活発な４ヵ月齢までは脚への負担を減らす意味で小さく育てても、その後まもなく

標準的な成長に追いつくことが可能であることを示した。幼雛期には小さく育てて、

３ヵ月齢以降に大きくするというのが、農研の飼育システムの特徴になっている。

0～10週齢

スターター＋アルファルファミールの等量混合物（CP 17％、

ME2485 kcal/kg）

11週齢～５ヵ月齢

グロワー＋アルファルファミールの等量混合物

（CP 16.5％、ME2465 kcal/kg）

(2001)図１ 農研の育成方式
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（2001、体重、 kg）表１ 農研のダチョウの成長

データの出所 月 齢

１ ２ ３ ４ ５

農研 (23羽) 1.4 3.6 11.0 27.3 39.7

Guittin、1987 3.7 9.2 20.4 39.0 40.7

Degenら、1991 4.1 15.1 28.7 40.5 51.5

Cilliersら、1995 3.3 9.1 16.6 25.0 36.2

Zushiら、1998 2.5 7.0 17.0 18.2

２）成長と栄養素の利用性

農研方式でダチョウは、３ヵ月齢から４ヵ月齢にかけて体重が急激に増加し、５ヵ

月齢には標準的な成長に追いついている。この方式で多量に給与したアルファルファ

ミールは構造性炭水化物であるヘミセルロース、セルロース、ＮＤＦを多く含んでい

る。草を好むダチョウはこれらの消化率が非常に高い（表２）。３週齢のものでは

6.5％にすぎないが、加齢にともなって消化率は急激に上がり、10週齢では約51％の消

化率に達する。また、脂肪の消化率もこのころ急激に増加する。このように飼料中の

繊維画分や脂肪の消化率の上昇が、３～４ヵ月齢にかけてダチョウの成長が著しく高

くなる理由であると考えられる。

表２ ヘミセルロース、セルロースおよびNDF消化率(％)の発育に伴う変化

報告者 年 齢 ヘミセルロース セルロース NDF

Swartら 1987 63

Swartら 1993 7ヵ月齢 (42-50kgBW) 66.2 39.3 45.6

Angel 1996 3 週齢 6.5

6 週齢 27.9

10 週齢 51.2

30 週齢 61.6

NDF；中性デタージェント繊維のことでセルロース、へミセルロース、リグニンを含む。

３）配合飼料での育成

南アフリカで推奨されている典型的な、配合飼料のみで飼養したときの、ダチョウ

の成長とそれに伴う飼料要求率の変化を表３に示した。完全配合飼料での育成は、飼

料費はかかるが、飼料調製の手間がかからない、均一な栄養素給与が必要量可能であ

るなど、大羽数を飼育する場合に適しているため、集約的な大規模ダチョウ肥育経営

で多く取り入れられている。

（S.C.Cilliers,1995，1998）表３ 配合飼料給与時のダチョウの成長と飼料要求率

配合飼料 CP含量（％） 体重（k 飼料要求率

g）

孵化～２ヵ月齢 プレスターター 20.5－22 0.8－18 2.0

２～４ヵ月齢 スターター 18 －20 18－45 2.0

４～６ヵ月齢 グロワー 15.5－17 45－70 3.8

６～１０ヵ月齢 フィニッシャー 13 －14 70－95 5.5

１０～１４ヵ月齢 メンテナンス 10 －12 95－100 10.0

註 飼料要求率は1kg増体重に必要な飼料の量（kg 。）
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４）放牧、牧草給与による育成

６ヵ月齢前のダチョウに主な飼料として牧草を与えることは、この時期の鳥には栄

養価が不足するため勧めることはできない。しかし、６ヵ月齢以後の鳥には、放牧や

細断した牧草の給与は生産コストの削減に有効な方法である。

放牧時、牧草給与時に補助的に給与する濃厚飼料は、４～６ヵ月齢の鳥には1羽当た

り1.1kg/日を、以降0.8～1kg/日の給与量が推奨されている。

ダチョウに草をどのくらい給与できるかについて一例を表４に示した。４～６ヵ月

齢、６～10ヵ月齢、10ヵ月齢以上の３期間に区切った場合、４～６ヵ月齢には必要な

全栄養素の量の67％を濃厚飼料から摂り、残り33％を草から摂ってもよく、６～10ヵ

月齢については両方を約半々、10ヵ月齢以上になったら草を主体とした栄養素の摂取

に切り替えてもよいことを示している。

表４ 異なった育成段階における濃厚飼料と草地からの栄養素供給

栄養素供給 45-70kg体重 70-90kg体重 90kg以上体重

(4-6 月齢) (6-10月齢) (10月齢～)

濃厚飼料(%) 67 45-50 40

草地(%) 33 50-55 60

(S.C.Cilliers and C.R.Angel,1999)

飼料費の安い市販配合飼料や牧草を９ヵ月齢以後のダチョウに給与したときの肥育

成績の結果を表５に示した。結果は、完全配合飼料グロワーに替えてウシ用飼料わか

ばや牧草を給与しても体重増加量は、全く影響がなく、ダチョウの肥育に牧草やウシ

用飼料が利用できることを示している。

（(財)日本農業研究所2005）表５ ウシ用飼料給与や放牧がダチョウの肥育に及ぼす影響

飼料摂取量

飼料成分 ０-9月齢 9～14月齢

実験前 グロワー区 グロワー・ グロワー・わか

(3)＊ わかば区(2) ば・放牧区(10)

CP % kcal/kg kg/羽/8ヵ月 kg/羽/5ヵ月

スターター 18.4 3,795 2.4 0 0 0

グロワー 16.3 2,854 141.2 288.0 151.1 148.7

わかば 17.0 3,093 0 0 123.6 94.8

放牧 4.8 3,868 0 0 0 418 **

L．ミール 17.5 3,891 10.2 0 0 0

L.ペレット 17.9 3,894 39.0 117.0 95.7 76.4

CP摂取量ｇ/日 377 349 362

熱量摂取量kcal/日 7,097 6,592 6,877

粗繊維摂取量kg/5ヵ月 65.381 57.121 63.126

14ヵ月齢体重kg 90.83 87.00 102.70

体重増加量kg 6月齢―14月齢 53.16 54.00 58.7

精肉歩留 ％ 21.53 23.65 23.41

筋胃 ％ 0.627 0.864 0.742

．＊( )内数字は供試羽数

．＊* 放牧時の牧草摂取量は計算による
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５）サイレージ給与

冬期間の飼料としてサイレージは比較的安価で良質な貯蔵飼料で、これをダチョウ

に給与して飼養することが可能であれば、経済的なメリットは大きい(表６)。

しかし、サイレージは高水分なため、４ヵ月齢前のダチョウに給与するのは、発育

を阻害するので適当ではないといわれている。４ヵ月齢～６ヵ月齢以後のダチョウの

育成にサイレージを使うのは、コスト削減のために有効な方法である。

４ヵ月齢以後のダチョウに、対照群には２kgの完全配合飼料を、サイレージ群には

２kgのトウモロコシサイレージ＋1.25kgの濃厚飼料を40日間与えたとき、成長成績の

結果は、４ヵ月齢以降のダチョウには、必要な栄養素の約２割までをサイレージで給

与して飼育することが可能であることを示している。

現在、サイレージを給与する時の補助飼料は、４から６ヵ月齢の鳥には１羽当たり

1.1kg/日が、以降0.8～1kg/日の給与量が推奨されている。

表６ ダチョウ(50-70kg)に40日間サイレージを給与したときの成長速度

(S.C.Cilliers and C.R.Angel,1999)

サイレージ群 対照群

1日1羽あたり給与量 2kgトウモロコシサイレージ＋ 2kgの完全配合飼料

1.25kg濃厚飼料

平均増体量 平均増体量

測定した期間 (kg/羽/日) (kg/羽/日)

期間1: 9日 0.290 0.396

期間2: 13日 0.312 0.453

期間3: 18日 0.458 0.477

全期間（40日） 0.353 0.442

６）肥 育

６ヵ月齢から９ヵ月齢まで生草を多給した場合のダチョウの成長を表７に示した10

ヵ月齢時のダチョウの体重は生草多給区が対照区の72.5kgに対し68.8kgと少し劣った。

しかし、10ヵ月齢以降、それぞれの区にブロイラー飼料(高栄養区)あるいは産卵鶏用

飼料(対照区)を16ヵ月齢まで給与した結果、ダチョウの成長は高栄養区でも、対照区

でも、生草多給の有意な影響を受けなかった。高栄養区と対照区間のタンパク質摂取

量の差は65ｇ、ME摂取量の差は400kcalであったが、本実験条件ではこの程度の差では、

ダチョウの成長に影響しないことを示している。
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（ 財）日本農業研究所2001，体重，kg）表７ ダチョウの成長 （

報告者 月 齢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

農研 (23) 1.4 3.6 11.0 27.3 39.7

対照区 ⑩←対照飼料→72.5±3.0

生草多給区 ⑩←生草多給→68.8±1.7

ブロイラー飼料区 ⑤←生草多給→ 78.1 ①ブロイラー 97.5 ①左同エサ

用飼料 97.5

ブロイラー飼料区 ⑤←対照飼料→ 67.3 ①ブロイラー 98.5 ①左同エサ

用飼料 98.5

産卵鶏飼料区 ⑤←生草多給→ 66.9 ①産卵鶏用飼 99.5 ①左同エサ

料 99.5

産卵鶏飼料区 ⑤←対照飼料→ 70.3 ①産卵鶏用飼 98.5 ①左同エサ

料 98.5

Guittin，1987 3.7 9.2 20.4 39.0 40.7 44.9 51.0 76.6 87.0

Degenら，1991 4.1 15.1 28.7 40.5 51.5 61.2 71.1 79.5 84.4 91.9 96.7 99.9

Cilliersら，1995 3.3 9.1 16.6 25.0 36.2 47.9 58.2 67.4 75.8 83.7 88.6 91.9 95.2 98.4

Zushiら，1998 2.5 7.0 17.0 18.2

0-10週齢まではダチョウ用スターター（CP19%、ME2570kcal/kg）とアルファルファミールを等量混合したものをす

べての区で自由摂取

10週齢から5ヵ月齢までは、ダチョウ用グロワー（CP17％、ME2230kcal/kg）とアルファルファミールを等量混合し

たものをすべての区で自由摂取。

6～9ヵ月齢は（対照区）生草0.6kg、産卵鶏用飼料1.2kg、アルファルファキューブ0.15kg、アルファルファペレッ

ト0.6kg （生草区）生草1.2kg、産卵鶏用飼料1.2kg、アルファルファキューブ0.3kg、アルファルファペレット0.45k、

g。

9ヵ月齢以降、ブロイラー飼料区は同飼料を、産卵鶏用飼料区は同飼料をそれぞれ1.3kg給与、その他両区ともアル

ファルファペレットを0.5kg、アルファルファキューブを0.4kg給与した。

＊ ブロイラー飼料CP22%、ME3100kcal/kg、 産卵鶏用飼料はCP17%、ME2800kcal/kg、アルファルファペレットとア

ルファルファキューブはCP15％、ME2400 kcal/kg、

〇数字は供試羽数

数値は平均値±SE。

７）飼養管理の影響

(1) 行動に影響する栄養

ダチョウの闘争心は、栄養状態によってコントロールできる。ダチョウは８ヵ月齢

までに十分な筋肉と体の発育をしなければならない。この時期まではダチョウの気質

は穏やかである。しかし、それ以後は後部腸管における発酵とそのための繊維の要求

性が強くなるので、エネルギーの給与量を減らさないと、エネルギーの過剰のためダ

チョウ間の闘争を助長することになる。

タンパク質の過剰な給与やそれに伴う血中のアンモニア濃度の上昇は、ダチョウの

心拍数を増し、不快感を募らせるなどダチョウにストレスを与えることになり、ダチ

ョウ間の闘争を誘起することになる。

含硫アミノ酸の欠乏、微量元素やマクロ元素の不足、タンパク質過剰によるタンパ

ク質/エネルギー比のアンバランスなどは羽根つつきの原因になる。

(2) 肉質と飼料

飼料のエネルギーが増加するとき、ダチョウの背中の脂肪は、1.5MJ/kgDM当たり

7.19mm増加する。肉の脂肪酸組成は飼料中の脂肪の種類によって影響される。濃厚飼

料給与の肉は多価不飽和脂肪酸含量が乾草給与の場合と比べ多くなる。肉の色は、乾
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草給与の場合は、濃厚飼料だけ給与の場合と比べて濃くなる傾向がある。しかし肉の

軟らかさには飼料の種類は影響しない。

牧草などの粗飼料の多給は、成長が少し遅れるが、体脂肪は少なく、筋胃、結直腸

の発達が著しい。

８）と畜月齢

と畜月齢は、通常12～14ヵ月齢といわれている。しかし、軟らかな肉を得るために

は８ヵ月齢がいいとも言われる。飼養方法にもよるが、表８に示したような飼養条件

では、12ヵ月齢でのと畜がそれ以後のと畜に比べ、生肉歩留まりがもっとも高く、腹

部脂肪、皮下脂肪も少なくなっている。飼料効率も考慮すると、12ヵ月齢でのと畜が

勧められる。

（ (財)日本農業研究所、2001）表８ 肉の歩留まりと飼料条件

12ヵ月齢＊ 14ヵ月齢 16.5ヵ月齢

飼 6～9ヵ月齢 草1.2 草1.2 草0.6 草0.6 草1.2 草1.2 草0.6 草0.6 草1.2 草1.2 草0.6 草0.6

料

条 それ以後 ブロ 産卵 ブロ 産卵 ブロ 産卵 ブロ 産卵 ブロ 産卵 ブロ 産卵

件

と体重(kg) 88.4 94.8 93.9 91.5 97.6 101.0 95.7 91.9 125.4 113.0 104.5 108.0

枝肉歩留(％) 53.9 53.4 52.8 52.6 53.5 50.8 51.0 54.5 52.2 49.5 49.4 52.5

生肉歩留(％) 35.3 32.9 34.1 35.2 31.5 31.9 30.5 34.5 30.0 30.5 30.2 33.4

腹部脂肪(％) 6.9 6.8 10.2 6.7 9.3 9.6 7.2 6.2 8.7 10.4 10.5 10.1

筋胃・線胃(%) 2.4 2.2 1.4 1.8 1.9 2.0 1.6 2.0 1.5 1.6 1.4 2.0

＊ と殺月齢

飼料条件： 6ヵ月齢から9ヵ月齢までは（生草1.2kg、産卵鶏用飼料1.2kg、アルファルファ-ペレット0.45kg、アルフ

ァルファミール0.3kg）を、あるいは(生草0.6kg、産卵鶏用飼料1.2kg、アルファルファペレット0.6kg、アルファ

ルファミール0.15kg)を毎日、1羽当たり給与した。

９ヵ月以降ブロは(ブロイラー飼料1.3kg、アルファルファペレット0.5kg、アルファルファキューブ0.4kg)、産

卵は（産卵鶏用飼料1.3kgその他はⅠと同じ）を毎日1羽当たり給与した。

と畜までの待機時間は、ストレスによる脱水の結果として肉の脂肪含量を増加させ

るが、飽和脂肪酸や多価不飽和脂肪酸を減少させる。と畜月齢と肉の軟らかさについ

ての官能検査の結果では、８ヵ月齢は10、12、14ヵ月齢より軟らかく、10ヵ月齢は12、

14ヵ月齢より軟らかい。

（唐澤 豊）
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５．飼養施設、孵化施設

１）育雛初期（０～５日；卵黄期、～10日；餌付け期、～20日；訓育期）の

飼養施設

育雛初期は、ダチョウの生育に も重要な時期で、卵黄期～餌付け期～訓育期は体

やへその緒を乾燥させ卵黄消化と歩行準備を行う時期である。餌付け期は卵黄消化に

よって減少する体重を採食させることによって回復させる時期で、特に増体重が回復

する３週齢頃までは もデリケートで管理の難しい時期である。ヒナの餌付けは、つ

いばむ行為と興味を示す習性を利用して餌の形状にヒナが好奇心を抱くように、それ

を少量を入れた器と床への撒き餌が好ましい。撒き餌が床にすき込まれない床材とす

ることも重要で、ヒナへの加温（体感で約30℃）と良好な換気、そして湿気を抑える

という環境を備えるには、床暖房にコンクリート面が好ましい。飲水は、１～２ヵ所

で足りるが、ヒナの行動を遮るような配置は好ましくない。飼養ペンは、怪我や事故

の発生を防ぐために突起物が無く、首や爪などを挟まないような安全性に配慮した工

夫が必要である。卵黄期、餌付け期、訓育期はダチョウが短期間に著しく成長する時

期だけに、各ステージに応じたスペースと機能を備えたペンで飼養することの方が望

ましい。しかし、限られた敷地や施設、

そして管理者の手数や設備投資などの出

費等の事情から実際の施設は同一の施設

内を可動式や仮設式の仕切り（パーテー

ション）によって、成長（体の大きさ）

と羽数に応じた適正なスペースを設ける

方法が現実的である。照明は、個体同士

が確認できる程度の薄明かりは必要であ

る。

写真１ 育雛初期の施設例

ダチョウの飼養施設は、生育に応じた環境条件を備えることが生育率の良

否に影響を与える。これは、高温多湿な日本における自然環境や群内での社

会環境などからのストレスや危害に対して補完的な管理要素となる。良好な

育成を促すための適正な飼養施設の条件は、生育ステージの習性や特異性を

充分に理解し、ストレス負荷のない、安全性に配慮したものでなければなら

ない。

飼養施設の異なる生育ステージは、育雛初期（卵黄期～餌付け期～訓育

期 、育雛後期（順応期 、育成初期、育成後期、繁殖期に区分されるが、そ） ）

の他施設として捕獲、保定、出荷という機能を備えることも飼養管理上必要

である。
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２）育雛後期（３週～３ヵ月齢；順応期）の飼養施設

育雛初期で培われた体力と採食能力をより活発化させてダチョウ特有の消化機能を

形成させるための重要な時期である。生育も個体差が生じやすく、体重も著しく増え

る時期であるため、体形と収納羽数に適した広さのある室内スペースと育成準備のた

めの室外運動スペースを兼ねたペンが必要である。室内ペンの環境条件は、育雛初期

と同じで、給餌は撒き餌での給餌から２ヵ月を迎える頃から徐々に飼槽に切換えられ

るように、幅と深さのある容器を備える。室外運動スペースは、個体の運動能力を超

える広いスペースは脚等の事故を誘発する恐れがあるため、室内ペン程度のスペース

があれば充分である。構造は水はけの良い、異物のない地面であれば、コンクリート

の他に砂や土でも構わない。また、カラスや野犬等の侵入の危険性がある場合には、

防御ネットによる侵入防止策も必要で、室内と室外との境目には段差のない工夫が必

要である。

写真２ 育雛後期の施設例

３）育成期（３～６ヵ月齢；初期、６ヵ月齢～；後期）の飼養施設

育成期の施設は、積雪のある寒冷地では初期から後期まで夜間や降雪時に収納する

畜舎が必要である。西南暖地の場合でも、初期は冬季冷温時や降雨時に収納する畜舎

が必要で、共に、出入が自由で閉められる扉を備え、加温機能は必要としない。飼養

ペンの数や広さは、飼養羽数規模によって異なるが過密にならないことが個体へのス

トレス負荷や衛生上において大切である。その他次の事項についての配慮が必要であ

る。

① 限られた敷地を有効に利用するため、ペンの形状は長方形にする。

② 地面は、雨水が溜まらない水はけの良いこと。

③ 飲水槽は、１ヵ所あればよく、常に清潔で新鮮な水が供給できること。

④ 給餌槽は、管理の利便性のためフェンスの外側に配置し、飼養個体がいっぺんに採

食できる幅（１羽当たり約60ｃｍ）を確保することが望ましい。

⑤ 給餌槽のあるフェンスは、個体の成長に応じて異なってくる体高にも対応できる縦

型が好ましい。



- 23 -

⑥ 給餌槽は畜舎内に設置するが、西南暖地で畜舎を設けない場合には、餌に雨水がか

からない、炎天下の際のシェルターとして、給餌槽のあるスペースは屋根を設ける

こと。

写真３ 育成期の施設例

４）繁殖期（産卵期、休産期）の飼養施設

繁殖用ペンへの収容羽数は、雄２～３羽に

雌５～10羽のグループでの場合もあるが、産

卵した親が判別できること、個体の能力が把

握できること、雄同士の序列争いによる事故

を防ぐこと、等からも雄１羽に雌２～３羽の

グループが好ましい。育成用と同様に、寒冷

写真４ 寒冷地の施設例地では畜舎、西南暖地では遮へい壁のある屋

根付きスペースを設けることで、餌場や産卵

場所を常に湿気から守る環境を設けておく必

要がある。広さは 低5ｍ×5ｍを設け、高さ

は 低2.4ｍは必要。その他、施設に必要な条

件は次の事項となる。

① 十分な運動のできる距離のペン（幅5ｍ×

長さ15～20ｍが 小規模 。）

② 雨水が溜まらない水はけの良いこと。

③ 産卵場所をつくり易い粒子の大きい柔ら

かい土性（川砂、火山灰等）にすること。

④ ペンと畜舎には冬季積雪時夜間の収容の

ため扉を設けること。

⑤ 畜舎や産卵場所には、掃除や採卵を容易

に安全に行うための扉や仕切りを設けるこ

と。

写真５ 積雪のない地域の施設例⑥ 地形は、平坦な場所が望ましい。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　増設用地

　　　　　給水槽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開閉扉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増設用
地
　　　　　餌槽

　　　　　　　　　　　　　　　　　屋根

　　単管パイプ
　　　　　　使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネットフェンス使用
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⑦ 休産期に雌雄を別れさせることができる予備収容ペンが備わっていることが望まし

い。

５）孵化施設

孵化施設の採卵から発生（孵化）までの必要な工程別機能を持つ室と器具は以下と

なる。

① 種卵の清浄保存室

採卵後の卵殻表面の殺菌作業のできる40℃の流水装置を備えたシンクとエタノー

ル等での消毒作業台、作業完了後に種卵を保存する18℃以下の温度変化の少ない貯

卵庫（室）を設置する。

② 孵卵室

孵卵器に殺菌灯、空気清浄機、エアコンディショナー、換気扇（熱交換器つき）

等を設置する。孵卵器（セッター）は、ダチョウ卵専用が国内産でも輸入製品でも

市販されており、トレーがプラスティック製、湿度設定と自動転卵装備が好ましい。

③ 孵化室

孵化時期には、扉を頻繁に開閉したり、また血液や卵中の糞尿が散乱する可能性

があるため、孵化中の卵に悪影響を及ぼす要因が多くあるので、孵卵とは別の室と

機械が必要となる。孵化器（ハッチャー）は、通常セッターと組み合わせされてい

る製品が好ましい。

（豊原弘晶）

［参考文献］

」 、・ 日本オーストリッチ協議会編：新特産シリーズ「ダチョウ 、農山漁村文化協会

2001.
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６．捕獲と誘導の方法

ダチョウは臆病な反面、特に雄は凶暴になることがあるので、捕獲や誘導

は慎重に行う必要がある。ダチョウは目隠しをするとおとなしくなる性質が

あるので、通常は円筒状のフードで目隠しをして後方へ引くように誘導する。

その他の捕獲法や誘導法についても紹介する。

ダチョウは臆病な動物だが、雄は特に凶暴になることがあるので、捕獲は慎重

に行う必要がある。捕獲や誘導の作業は日頃エサの給与などで接している管理者

が行うようにする。捕獲や誘導をスムーズに行うことは、輸送中の事故の誘発を

回避することにも大きく影響する。ダチョウに警戒心を出来るだけ与えないよう

にするには、日頃ダチョウと接している管理者が作業を行うことが好ましい。ダ

チョウは人物を認識しないが、着衣の色や姿形をすり込むことが出来るため、日

頃管理者は同じ色や形の服装をしておくことも大事な要素となる。また、ダチョ

ウに接する時にはいつも脅かしたり追い回したりしないよう心がけておくことも、

管理者以外の人間に対する警戒心や恐怖感を抱かせない大事な要素にもなる。こ

れらの日頃のダチョウに対する接し方も、捕獲や誘導をスムーズに行う手立てと

なる。

捕獲方法：はじめに首の後方から先がＵ字型になった杖など（写真１）でダチ

ョウを捕獲する。首を低い位置に維持しながら目隠し用の布（円筒状フード）の

ある側の手で嘴を掴み、嘴をしっかり掴んでから杖を首から外す。その場合、生

体が後方へ後ずさりしないように他の人が補助したりながら手を離さないで、布

を頭から被せる。嘴を掴んだときは、前蹴りから身を守るため、嘴の位置をダチ

ョウの脚の位置まで下げたところで保つことが不可欠である。

写真１ Ｕ字型の捕獲用杖

誘導方法：大きなダチョウを誘導する場合は２～３人で後向きに誘導する方が

スムーズに移動できる（写真３ 。この場合、必ず１人が尾の部分を掴んで移動）

方向へリードする。ダチョウが腰を落とさないように落ち着いてゆっくり引っ張

る。小さなダチョウを移動する場合は、１人が前方で肩を抱えるようにして、も
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う１人が反対側に回って後方で腰を抱えるようにして、前向きに押して誘導する

こともできる。この場合でも担当者は落ち着いてゆっくりと誘導することが大切

である。いずれの場合であってもダチョウから前蹴りされない位置で接している

ことが重要である。

目隠しの方法は上記の他に柄の付いた捕獲器を使うこともある。誘導方法を追記す

る。長距離を移動するためには、後ろから押して前進させる方法がある。今回紹介し

たような後向きに歩かせる方法は脚を突っ張って前に歩こうとしない場合には特に有

効である。また、どうしても動こうとしないダチョウの場合は側面から首を掴みもう

一方の手を翼の付け根に手を差し入れて前進させる方法もある。

（小川増弘）

［参考文献］

・ 齋藤俊之： ダチョウ飼育実践講座－３（扱い方）」、JOC JOURNAL、Vol18、「

22-25、2001．

・ 豊原弘晶： テクニカルレポート、生体の捕獲と誘導方法」、JOC JOURNAL、「

Vol 46、22－25、2005．

写真２ ダチョウを捕獲しているところ 写真３ ダチョウを後ろ向きに誘導

しているところ
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