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Ⅵ ダチョウ生産の事例紹介

全国に展開しているダチョウ生産の経営体のスタイルを見ると、地元有志による

産業化の事例や観光事業、生産物による生活資源創出事例、未利用資源の効率利用

事例、地域資源創出事例など多彩な経営が見られる。

しかし、これらはその後の経営環境が変化する中で、さらに一段と経営規模を拡

大したところ、あるい経営規模を縮小したところや経営を断念したところなど多様

な経過をたどっている。

ここでは、こうした全国のダチョウ生産の実態調査（平成９年<1997年>から平成

19年<2007年>）の10年間にわたり、延べ11ヵ所の全国ダチョウ生産経営の実態調査

を踏まえて、経営に特徴のある事例を抽出して紹介する。

１．北海道での事例

１）北海道でのブリーディングセンター

(1) 経営の概況

本経営は、平成11年10月に開設されたブリーディングセンターである。翌、平成11

年11月に南アフリカ国アクアテラ農場より、種鳥320羽、雌40羽、雄60羽の種烏を導入

した。施設規模は、自己所有の事務所１棟の他、孵卵器180卵規模が２台、孵化器120

卵規模が１台、幼雛舎（０～３週齢用）が３棟、中雛舎（３～４週齢用）が４棟、育

成舎（４週齢以降）が５棟、放牧場（7.5ｍ×27ｍを脚組パイプで囲い、グリーンネッ

トで覆う 、繁殖ペン１棟、物置１棟を保有している。従業員は常雇５名である。）

(2) 経営の実績

a）産 卵

平成11年11月から平成12年７月５日までの産卵総数は1,137個であった。産卵を全く

しない雌もいるが、平均すると28.4個の産卵となる。７月から産卵が回復し、１曰に

20個の産卵もみられる。９月になると産卵率は急速に落ちるが、コンディションの良

いものは50～60個の年産卵数になると予測している。卵の販売ルートが確保できたこ

とにより、４月から10月初旬までを産卵期とし、10月以降は３月まで十分休ませて、

確実に有精卵を確保したいと考えている。

b）孵 卵

卵重1,400g以下の卵は食卵に回しており、種卵が足りないときは札幌周辺のダチョ

ウ飼育場から１個8,000円で購入して補充している。ダチョウ飼育場は受精率70～80％
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を保証している。

孵卵・孵化器には除湿装置がなく、そのままでは26％より高い湿度しかとれないた

めに脚が腫れるなどの症状が続いたことがある。現在は空調によって24％程度まで湿

度を下げている。

有精卵率が高いペアと低いペアの差は数字としてはっきりしているが、何が原因か

ははっきりしない。どちらかというと雌の側に問題があるようだが、簡単にはペアを

代えることもできないので、１シーズン単位でペアの変更を検討する計画でいる。

c）育 雛

平成12年９月26曰現在、５カ月齢以下の雛が230羽生存していた。７月４日時点では

入卵904個から生存している雛は148羽（対入卵育雛率16.4％ 、９月17曰現在では孵化）

羽数452羽で生存羽数200羽、育雛率44.2％であった。１回の孵化羽数は約20羽となる

ためか、育雛率は曰本農研のそれよりも良い。

幼雛室の設定室度は25℃であるが、それ以下になることもある。室温を一定にする

ことは困難で、窓開けや換気扇でコントロールしている。熱源は他に発熱燈があり、

その３方が囲ってあることから、雛は一方から出入りして採食、飲水をする。湿度管

理も40～50％程度の範囲で変動している。

飼料は、採卵鶏用スターター・クランブル（ホクレン）を自由採食させている。床

にタオルケット状のシーツを敷き、それを替えることで糞を除去している。３～４週

齢は中雛舎に収容するが、床に砂が敷いてある。また、４週齢以降収容する育成舎に

は砂の運動場がついている。床敷に砂を用いているせいか、砂、小石による食滞で悩

んでいる。

d）種鳥の飼料

産卵期には濃厚飼料（大地鳥Ｊ１、ＣＰ15.4、ＭＥ2.93）400ｇ／曰／羽、大豆粕

300ｇ、PROハード20を1.0kg、ルーサンベレット600ｇ、ヘイキューブ100ｇ、合計2.4

kgを午前８時と午後１時30分の２回に分けて給与し、炭酸カルシウム、リン酸カルシ

ウム剤を53ｇ／曰／羽、ＥＭ飼料25ｇを１日２回給与している。また、カキガラ20ｇ

／羽を２曰に１回給与している。

産卵休止期は、濃厚飼料1.0kg、プロハード20を400ｇ、ルーサンベレツト600ｇ、ヘ

イキユーブ400ｇ、合計2.4kgを給与。炭酸カルシウム、リン酸カルシウムおよびＥＭ

飼料は産卵期と同様に給与し、カキガラのみ20ｇを週１回給与している。

e）肉及び肉製品

本経営では、種鳥および５ヵ月齢未満のヒナしか保有していないが、輸入ダチョウ

肉を用いてレストランやホテルへの販売（月１トン程度 、数種の肉製品の開発を行っ）

ている。すでに系列ホテルでブランドカレーが名物料理となっていた。

さらに、ダチョウ専用と畜場の稼働を平成12年12月に計画している。このと畜場は

札幌近郊にある牛・豚のと畜場であったが、HACCPへの対応が難しくなり廃業を予定し

ていたものである。地元大手企業Ｊ社の支援によって、牛のラインを改装し、ダチョ

ウ用に改めた施設である。廃水処理施設などは既存の施設をそのまま使っているが、
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HACCPへの対応を考慮し、ヨーロッパ規格に対応した南アフリカのラインをそのまま導

入した。また、ダチョウのと畜処理ができる専門家を養成するために、南アフリカに

２名を派遣し、と畜の実習をさせている。フル稼働となれば、年2,500羽のと畜が可能

であるが、当面は道内で不要となったダチョウをテスト的にと畜解体し（週２～３回、

１曰５～６羽程度 、技術者を養成し、新鮮なダチョウ肉に対する要望に応えられる体）

制を整える計画である（輸入ダチョウ肉は解凍時のドリップが多く、目減りによる割

高感がある 。と畜場の運営は従来からの経営に任せ、地元大手企業Ｊ社は、と畜を委）

託する予定である。

f）卵及び卵製品

卵重1,400ｇ以下の卵など全生産卵の40％程度を食卵用に供給している。価格は１個

3,000～3,500円である。また、ダチョウ卵を用いたパウンドケーキ等の開発を札幌の

菓子店と行い、JR北海道の車内販売等で販売する計画である。平成12年９月27曰には

開発されたケーキの記者発表を行い、お土産用などの用途として相当量の販売量が見

込まれている。販売価格はパウンドケーキ、マドレーヌ、クッキー６個入り詰め合わ

せセットで860円である。

なお、ケーキ用としてのダチョウ卵の販売価格は鶏卵との競合もあり、１個200～

250円に抑えざるを得ないが、卵殻は別売りしている。

卵及び卵製品の販路が確保されたことによって、収益性は非常に上向いている。特

に確実に有精卵だと思われるものだけを孵化に回せば良くなったことで、孵化率の悪

い春先の卵はすべて食卵に回すことができるようになり、生産計画が非常に立てやす

くなっている。

g）皮の処理

皮は塩漬けにした上で皮革業者に引き取ってもらっている。皮革業者間の競争が激

しく、皮で収益をあげることは考えていない。

h）ダチョウ牧場の建設

本社は、本経営ブリーディングセンター以外に渡島管内にダチョウ牧場を核とした

自然体験型観光施設を建設する基本計画を、平成12年７月12日に発表した。

開発地は大沼南東岸の20ヘクタールで、平成12年９月に着工し、平成14年夏以降完

成した部分から開放していく。施設は、ダチョウ牧場、ダチョウふれあい広場を核に

巨石広場、パークゴルフ場、キャンプ場、温泉等からなっている。

さらに、施設が函館本線（砂原回り）に接していることから、銚子口駅と池田園駅

間に平成15年に新駅を設ける計画がある。

（平成12年度ダチョウ資源利用開発調査研究事業報告、唐沢豊執筆を一部加筆）

（早川 治）

（注）北海道での事例については、その後廃業している。
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２．東北地方での事例（その１）

１）経営概況

本業は建設業であるが、その企業内にオーストリッチ事業部を設けている。この事

業部が保有する飼育場では、平成10年（1998年）春に南アフリカから繁殖用成鳥９羽

（雌3羽、雄６羽）を導入して一貫経営形態での飼育事業を開始した。施設は孵卵・孵

化室が付帯されている管理棟のある育成主体施設の飼育場、繁殖用ペン３ケ所を備え

た飼育場および処理生産用生体の繋留地を兼ねた飼育場から成り、これら飼育場はA町

内に分散して建設されている。平成14年現在の保有飼養羽数110羽、現在までの処理生

産羽数120羽、専従者管理主任１名（処理場兼務)、作業員２名（内処理場兼務１名）

である。

さらに、当社はダチョウ処理を専門とする処理場を立ち上げ、独立事業体として運

営している。この処理場は床面積79.5㎡を有し、将来の増築を可能とする設計仕様と

なっている。汚水処理方式は沈殿嫌気接触曝気プラス活性汚泥法（栄養源バランス維

持及び流入負荷変動への対応として栄養源供給装置を設置したもの）である。ここに

は、専従者管理主任１名（飼育兼務 、作業員４名（内飼育兼務１名、事務兼務１名））

が勤務している。

当センターの事業開始の動機は、若年層の流出による高齢化や過疎化対策として、

また耕作放棄地の増加や地場産業の低迷など中山間地域が抱える課題に対する解決策

として、ダチョウ産業は有望であるとの確信からのようである。事業開始以来、ダチ

ョウは県条例により危険動物に指定されているために施設に多大な投資を要したこと

やダチョウが家畜として認定されていないために行政機関に対する種々の手続きが必

要であったとのことであった。しかし、これらの問題を１つ１つ解決しながら、地元

企業が事業化に挑戦している取組み姿勢は、ダチョウ飼育生産事業に対する注目度を

上げることとなり外部評価を高める結果となっている。

ダチョウ専用処理場は、経営主体である建設事業体本社のオーストリッチ事業部で

飼養する生体の処理生産を行う目的と併せて、日本オーストリッチ協議会から働きか

けがなされた地域基幹施設として機能する目的で、平成12年に建設が計画された。平

成12年11月初旬に着工し、平成13年４月16曰付けで食品衛生法「食肉処理業」の許認

可を取得、５月１日より処理生産の実施となった。曰本オーストリッチ事業協同組合

の指定処理場としての稼動開始を契機にセンター名義への変更手続きを行った。これ

らの成果は、危険動物指定が解除された後、県や町の産業化施策の一環に取り上げら

れ、新規参入者の誘致促進や県内の潜在市場の掘起しなどに効果をもたらしている。

一方、これまでの飼育事業における成績は良好とは言い難い。主な要因は育雛の成

績が不良であるためで、育雛率40％という成績であった。育成率が低かった原因につ

いては、栄養管理と環境管理のいずれに起因しているかについては未だ不明である。

なお、孵卵と孵化の成績については年間平均45個／羽、有精卵率75～80％、孵化率75
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～80％と良好な成績であった。

導入当初は、産業内部の仕組みが未整備であったため、素雛生産は自前で行うこと

を前提として事業を開始した。もとより素雛生産に関わる技術を習得するなどにより

生産性を確保するまでには一定期間が必要であるとの認識から先行投資を行ったもの

であるが、育雛の成績がいまだ上がらない現在においては、自前による素雛生産を中

止してヒナの外部仕入れに切り替えて肥育生産事業に特化する考えに移行している。

２）飼養管理

雛の育成場は人里離れた山間に位置しており、約5,000㎡の敷地に大型のビニールハ

ウス２棟と約2,000㎡の２つのパドックが配置されている。雛の育成時期にはビニール

ハウス内に設置された高床式の育雛器で育雛を行っている。また、３ヵ月齢前後の雛

十数羽が一つのパドックに飼育されることもある。

孵化場は育成場敷地内に設置されている。繁殖用の飼育場が当該地より車で約15分

の町内の別の場所にあって10羽前後の親鳥を飼育しているが、産卵数が安定しないこ

と、食用卵としての需要が高いことから、現在は積極的に自家繁殖を行っておらず、

孵化場も稼動させていない。

このような育成を主とする事業の切り替えは所属している曰本オーストリッチ協議

会が提唱しているダチョウ産業の分業化戦略に沿ったものと思われ、日本オーストリ

ッチ事業協同組合所属の孵化センターからの雛供給を前提に生肉生産を主体に事業を

進めるものである。

３）食鳥処理・解体の実態

食鳥係留場は当該センターの処理場から車で約５分のところにあり、敷地は学校の

校庭跡地を利用した平地で５～６のパドックに仕切られている。係留場は観光牧場も

兼ねており、入り口には駐車場や案内版、ダチョウを説明する掲示板などがある。

剥皮・枝肉工程は、チェーンブロックで吊されたダチョウを用いて枝肉にするまで

の工程である。内臓を除去する方法は南アフリカ、アメリカ、オーストラリアの方法

と異なる独自の方法とのことで理にかなった方法に見受けられた。しかし、チェーン

ブロックを吊すレールがと畜解体と枝肉工程との間で連続しておらず、衛生と作業効

率の面から改善することが望まれる。

と畜・脱羽の工程では、２名の作業員によって電気ショックによる失神、頚部動脈

切開による放血およびチェーンブロックでの吊さげの作業が行われた。電気ショック

は鉄パイプで三角形に組まれた柵の中で行われたが、失神に至るまでに数十秒を要し、

適の電圧、電流、電極の保持方法などに改良の余地があると思われた。なお、電撃

装置は自作したものであるとのことであった。また、炭酸ガスなどによる失神法につ

いても検討する必要がある。

骨抜きと部位カットの工程では、前曰にと畜され冷蔵庫で冷却処理された枝肉が処

理された。ドイツ製のスキナーによる部分肉の筋膜除去方法や急速冷凍に加えて肉の
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調理に際しての筋膜の除去が処理場で行われて出荷されることは、今後のダチョウ肉

の流通の上で画期的なことと思われる。なお、前曰にと畜されたダチョウの肝臓で色

調の悪い肝臓について検討したが、割面を入れての所見では異常は認められなかった。

パッケージ・出荷の工程では、女性従業員が各部位毎にカットされた肉を熱伸縮性

フィルムに入れて真空包装の作業を行っている。包装された肉はラベル貼付後に約

80℃の熱水に数秒間浸漬された後、急速冷凍装置にセットして冷凍作業が行われた。

急速冷凍装置は-30℃に冷却した70～80％エタノールに数時間浸漬して冷凍するもので、

生肉の品質を保持して長期の保存を可能にしたことは衛生面での安全性、解凍後の調

理の利便性なども考慮すると画期的なことと思われた。他の食肉では処理場段階でこ

のような急速冷凍処理はあまり行われていないことから、今後流通するダチョウ肉の

品質評価を上げる上で有効な処理法と考えられる。なお、処理頻度に伴ってエタノー

ルの水分量が上がるために氷結した水によるトラブルが発生しているようである。一

定時間の運転ごとにエタノール濃度を調整することやエタノールの脱水処理のことも

考えておく必要がある。

当該センターは、現在の施設機能で日当処理羽数は６羽、作業員５名を３班に分て、

２名が午前と午後に各３羽をと畜・枝肉解体作業、前曰分の枝肉から骨抜き・部位カ

ットを別の２名が午前と午後に各３羽、１名がパッケージと冷凍処理・入庫というよ

うにプログラムされている。現在は、搬入される生体が限られるため、人員は３名と

１名の補助員が配置されている。

平成13年６月の施設竣工に際して、所管保健所からの極めて厳しい条件と指導を受

け、現在も保健所からの指導マニュアルに沿って作業を行っている。

当該センターの設立は、事業協同組合の設立を視野に同組合事業における東日本地

域の基幹施設として運営することが前提となっている。センター管理責任者は、米国

のHACCP施設への短期研修も経験し、食肉処理及び衛生防疫管理に対するモラル及び知

識を備えた人材である。中部西曰本地域の同センターと同等機能で運営される新規施

設関係者の研修受入れも事業協同組合を通じて実施している。

４）商品の販売

本経営は県内のダチョウ利用の産業化の中核を担っており、これまでに生肉や皮革

などの製品化を行う事業者の養成や地元での各種イベントへの出展を積極的に展開し

てきている。販路開拓の努力による生産品の販路拡大が地元で徐々に進展しているこ

とからも、今後は育成を主とする事業の展開を図っていくと思われる。

（平成14年度ダチョウ生産利用技術確立調査研究事業報告、

齋藤俊之執筆を一部加筆）

（早川 治）
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３．東北地方での事例（その２）

１）経営の概況

本経営は８人の出資により平成13年（2001年）に設立され、電気工事業を本業とす

る社長は、もっぱらダチョウ牧場の経営に専念している。その他の出資者もいろいろ

の職業を持っており、運送会社経営者で廃棄物処理業の免許証を持つもの、畜産農家、

稲作農家等々みなそれぞれの専門性を持っており、この異質性が牧場建設に大変役立

っているといえる。

社長の経営方針は、出来るだけ経費の出費を抑えるために牧場の建設資材は廃物を

利用し、自力で建設することとしており、施設整備のための投資は極力抑えている。

それでいて、牧場の機能は試行錯誤ではあるが、機能性の高いものになっていると感

じた。一方、地域おこしにダチョウ飼育を使うこととし、ロータリアンとしての幅広

い人脈、趣味の音楽の仲間を通した人脈を 大限活用し、地域の各方面の人々をこの

事業の展開に生かすことを心がけている。地元の靴屋にその製造を委託し、卵殻を使

うエッグアートは他のクラフト制作を手がけているアーティストを巻き込み、肉の地

元消費のために料理屋さんを取り込むなど、積極的に地産地消に向けた取り組みを行

っている。 終的には地域の種鳥センターになり、地域全体で育成する規模を1,500羽

にしたいと考えていた。

また、社長夫人の内助の功は相当なもので、夫婦二人でダチョウ飼育による地域お

こしに取り組んでいる。料理のレシピ開発やイベント開催、訪問者、お客への対応な

ど精力的に取り組んでいるのが印象的である。

社長の言う言葉に「地域おこしは一種の文化活動である」との言葉は、実践してい

るもののみが持つ説得力のある言葉であった。

２）経営規模

平成13年（2001年）にアフリカから導入した母鳥をベースに、現在トリオで３組の

繁殖用鳥を飼養し、その他に育成用の鳥が飼われていた。この経営で特徴的なことは、

産卵は各雌あたり30個程度であるが、受精率が大変高く90％以上を達成している。こ

れは、産卵場が乾燥していること、砂が多く敷かれていること、種鳥の飼育場所が静

かな絶好の環境を備えていることが関係していると思われる。当初他の孵卵場に委託

していたが、現在は自前で孵化しヒナを生産しているが、今後は自前の孵卵場で孵化

をしていく予定のようである。

３）孵 卵 場

孵卵場は牧場から約15分ばかり離れたところにある副社長の自宅の納屋にあった。

ここでも孵卵器は中古で動かなかったものを手に入れ修理して使っていた。このよう

に専門機材でも経費をかけずそろえており、この姿勢は今後ダチョウを導入しこの業
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界に参入を考えている者には大変参考になると思われる。

４）ダチョウ管理の基本的視点

ダチョウの運搬車の内部はダチョウの皮膚が運搬中に傷つかないように馬運車の内

部にマットをあて、床にはすのこの上にマットを敷いて滑らないようにしている。さ

らに、ダチョウを夕方車に積み込み、一晩置いて次の早朝にと畜場に運ぶとダチョウ

は暴れることもなく調子がいいとのことであった。これと同じような観点から、ダチ

ョウ飼育場所の内部も、放牧場を含め角のないようにすること、飼料箱や水のみ場は

いずれもフェンス外に設置し、足を入れられない、体をこすらないようにして、事故

の発生を未然に防ぐ工夫を行っている。さらに、強調していたのは、育成ヒナの床に

は風呂用スポンジマットを使っていることで、これが体の冷えからダチョウを守るこ

とになり、具合がいいということであった。体験から得た貴重な工夫と言えよう。

産卵制御をしていないため、産み始めは３月からで７月には産み止まり、 月に再9
び産み始め12月まで産むが、遅く産んだ卵の孵化、孵卵、育成にとって寒い時期は経

費がかかることもあり、課題であるとしていた。

５）条例改正

県では、条例によりダチョウは猛獣扱いであったため、これを改正するために知事

に陳情するなど、法令改正に尽力した。

（平成16年度ダチョウ生産利用技術確立調査研究事業報告、唐沢豊執筆を一部加筆）

（早川 治）
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４．関西地方での事例

はじめに

ダチョウは、雑食性で牧草をはじめ農場副産物、食品製造副産物を飼料として利用

できることから、人の食料と競合しない飼料資源を活用して付加価値の高い生産物を

生産できる。資源循環型社会を構築するのに適した、きわめて有用な将来性のある特

用家畜である。また食品リサイクル法の施行とともに、食品廃棄物のリサイクルが求

められる中で、リサイクルする方法が限られていて苦慮している食品企業にとっては、

まさに、救世主にもなり得る。

その意味で、畦畔草、食品製造粕類、野菜屑、等外品の食品、野菜、穀類、豆類等

を利用したダチョウ飼育技術の確立が今まさに求められている。本経営は、ダチョウ

飼育を始めたときから、その主旨に則り、現在に至るまで終始一貫、食品製造副産物

や等外品豆類を主たる飼料源としてダチョウ飼育を進めてきた。

１）経営の概況

本経営は、平成12年（2000年）に設立され、市内に２カ所の農場を所有し、主要な

事業内容はダチョウ販売、ダチョウ製品販売（肉、内臓、加工食品（コロッケ、ウィ

ンナーソーセージ)、皮製品（バッグ、靴他)、ダチョウオイル、卵殻工芸品)、ダチョ

ウ用飼料および資材の販売などである。

平成18年10月現在の飼養規模は、繁殖鳥500羽（雌280羽、雄220羽)、育成鳥80羽で

あり、本経営の特徴は、食品製造副産物を主な飼料資源として活用したダチョウ飼育

経営である。

２）事業開始の背景

経営主は、市内に３つのもやし工場を有し、納豆等の食品製造を手広く行っている

食品工業会社の創業者で、現在では同会社の経営を長男に任せてダチョウ事業に専念

している。同氏は、若い頃、故郷徳島で酪農業を経験し、マダカスカルで９年間農園

を経営した後、雑穀等の商社に勤めるなど、海外での農業関連ビジネスを経て今曰の

食品会社を経営するに至っている。多様で豊富なビジネス経験が、同氏のダチョウビ

ジネスにかける動機の一つになっているものと思われる。

そもそもダチョウ飼育を始めた動機は、自社の工場から出るもやし等規格外品や賞

味期限切れもやしを有償で廃棄処理していたが、これを何とか有効活用したいという

気持ちからであった。当初、本経営は経営主１人で創業したが、その後地元の土木株

式会社の会長が共同経営者として加わり、第２農場を開設して事業規模を拡大した。

３）立地条件と施設

本経営の立地場所は、年間降雨量の少ない温暖の地で、気候的にはダチョウ飼育に
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適した地域であるといえる。

第１農場は、創業主の地で自宅と食品工場が敷地内にあり、初期導入時の成鳥（繁

殖用）と育雛舎、孵化施設が設置されていいる。

種鳥のペンは、一つが約５ｍ×l5ｍで７個が並んでおり、えさ箱側約１/３四方以上

が屋根で覆われる造りとなっている。この屋根で覆われている部分はコンクリート床

となっており、その上にマタイの袋が敷き詰められている。それ以外の部分は砕石敷

きである。育雛用のペンは横に並べて設置し、仕切り板はコンパネ、床はマタイ、上

はビニールで覆い、暖房は電気製のハロゲン赤外線ヒーターが利用されている。

孵卵場は、もやしを保存するために使っていた大きな保冷庫の中においてある。こ

の室内には除湿器を２台おいて除湿をしているため、孵卵器内の相対湿度を26.5％に

維持できている。孵卵器はニワトリ用の中古品をダチョウの卵を置けるように卵座を

改良した孵卵・孵化一体型のもので、収容卵数は200卵で毎週１回20卵を単位として入

卵している。

第２農場は、丘陵地というよりは山地の谷を建設残士で埋め立てたところに建設さ

れており、面積は約10ヘクタールと広大な敷地に、繁殖鳥のペンが約40、その他育成

鳥のパドックがあり、２人の従業員で管理されている。牧場の周りは林で囲まれ周囲

とは十分なスペースが確保されており、谷間に繁殖用パドックが並んだ様は、さなが

ら日本のクラインカルーの観である。

写真１ 第２農場全景

ペンは約６ｍ×14ｍの広さでいずれも曰当たりがよく、水はけがよくなるように床

には約30cmの深さに川砂を入れ、表面には標準的なサイズの砕石が敷き詰められ、床

は管理用道路側に向けて傾斜がほどよくつけてあり、道路側にえさ箱が設置されてい

る。フェンスや餌箱等の施設はすべて共通しており、建設土木業として持っている土

木、工作技術、自前の重機、および資材調達力の利点を活かし建設廃材を未利用して

手作りしており、徹底したコスト削減を図っている。
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４）飼養管理

(1) 労 力

常時雇用２人が管理に当たるほか、経営主が経営全般を、共同経営者が第２農場を

主体に統括的管理をし、飼料の調達や商品のネット販売など業務を分担している。ま

た、技術担当者が孵卵、孵化を担当している。

(2) 飼 料

a）配合飼料

オーストリッチスターター（CＰ19.0%以上、ＭＥ2,570kcal/kg以上、Ca 1.00％以上、

Ｐ0.70％以上、粗繊維8.0％以下）およびオーストリッチグロワー＆メンテナンス（C

、Ｐ17.0%以上、ＭＥ2, 222Kcal/kg、Ca 1.0%以上、Ｐ0.70%以上、粗繊維14.0％以下)

いずれも日和産業株式会社製が使われ、育雛用にはその他、愛玩鳥用バーデイ（CP

17.0%以上、ＭＥ2,700 kcal/kg以上、日本配合飼料株式会社）が用いられている。

b）食品製造副産物

もやし会社からは日産で10トンのもやし屑および賞味期限切れもやしが排出される。

元々ダチョウ飼育を始めた動機は、このもやし屑を処理するためであった。現在は毎

日５トンを消費しているが、これはまだ半分にすぎない。もやしは水分含量が93％と

高く、ダチョウの嗜好性はたいへんよく、ヒナの餌付け用にも、育成鳥や成鳥ともに

不断給餌している。ヒナには刻んで給与している。水分含量が高く不断給餌にしてい

るため、夏場を除き給水を基本的には行っていない。その効果によるものかは不確実

ではあるが、ヒナの育成率は90％以上と大変高くなっている。

主要な飼料資源はトウフ粕である。毎月45～60トンを10～15万円で購入しているが、

夏場は腐敗しやすいため、その日のうちに消費している。トウフ粕そのものの水分含

量は73％位であるが、その他賞味期限切れの豆腐、揚げも入っているため、栄養価に

はバラツキがあるものと思われる。

写真２ 飼料原料のもやし屑 写真３ トウフ粕

c）その他の飼料原料

経営主の以前の仕事が食品関係で穀物の取引に関係していたことから、その縁でソ
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ラマメ、規格外の大豆等が廉価で入手できることから、これらも利用している。現在

給与しているこれらの豆類はダチョウの嗜好性が高く、飼料資源として十分活用でき

ることを示している。ソラマメは加熱してから給与しているが、大豆の豆皮は加熱せ

ずそのまま給与している。大豆の豆皮にはわずかに破砕豆が入っている状態で、皮の

割合が７割以上である。

その他利用している飼料は、アルファルファーミールで－羽当たり毎日200～400ｇ

補給している。

写真４ 大豆の豆皮 写真５ ソラマメ

平成17年度に育成・肥育段階で利用した飼料の種類と実績は次の通りであった。

数量 調達方法

専用配合飼料 15,000kg 日和産業から

成鶏・ブロイラー 2,000kg 日和産業から

家畜一般配合飼料 1,000kg 日和産業から

その他の飼料

おから 730,000kg 知合いの業者から

もやし 600,000kg 自社工場から

（現地調査の結果からもやし屑日量10トンでは3600トン／年となり、おからは45～

60トン／月では540～720トン／年となるので平成17年度の調査結果とあわない）

(3) 種鳥、採卵

ペンには大部分はトリオ、ところによってペアでダチョウが収容されている。この

種鳥に対し、現在は加熱ソラマメ、もやし屑、オカラが給与されている。この牧場の

主たる目的はもやし屑などの食品製造副産物の利用にあるが、現在の飼料給与体系の

中で繁殖鳥を飼養し、ヒナを孵す経営が成り立ち得るかどうか、繁殖結果、育成結果

を、給与飼料の給与割合等にフィードバックして検討する必要があると思われる。

繁殖用は雄が220羽、雌280羽が飼養される大規模な牧場であるが、平均産卵量は年平

均35卵で、広大な牧場だけに集卵が大変であること、産卵直後に集卵できれば汚染を

小限にでき、孵化成績も上がることが期待できるが、現状の労力では今のままが限

界である。
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(4) 受精、孵卵、孵化

孵化後１日間孵卵器の下部の孵化器に置き、その後孵卵器と同じ部屋にある電熱ヒ

ーターの箱型の孵化器に36.5℃で２日間頸等の浮腫が取れるまで（卵黄嚢が縮小する

まで）入れて置き、育雛舎内の約1.5ｍ×1.5ｍ、ヒーター付きの２層の育雛器に４週

間入れておく。その後約一坪の広さのペンを４個並べた中でそれぞれ各２週間入れて

３ヵ月齢まで飼育した後、販売している。

対入卵授精率は33％、対受精卵孵化率は50％であるので、対入卵孵化率は16.5％の

成績である。受精率と孵化率の向上が課題であるが、その原因がどこにあるのか明ら

かにするために、ダチョウの養分要求量に対し給与飼料の養分量充足度を把握する必

要がある。

写真６ 孵 卵 器 写真７ 初生雛の育雛器

餌は、育雛舎内に移してから、日本配合飼料株式会社製のペット用飼料バーディ

（CP17%以上、ME 2,700kcal/kg以上）ともやしを刻んだもの、グリット（粘板岩を採

石したようなもの）を不断給与している。育雛率は90％以上ということであるが、育

雛を開始する前に脚の具合の悪いものはすべて除いてから育雛することも好結果を得

ている原因であると考えられる。しかしそれにしても、90％以上の育雛率は高く、こ

の好成績がもやしの給与効果かは確認する必要はある。水分含量90％以上のもやしを

不断給与するので水を特に給与することはない。

育成ダチョウには、もやしに加えて豆皮が給与されている。この嗜好性は大変高

く、同時に給与した配合飼料がえさ箱に残っていても、豆皮の方を好んで食べる傾向

が見られる。

この牧場でヒナ全般に見られる特徴であるが、通常不揃いの成長が一般的であるの

に対し、本経営ではそれは見られない。一般に見られるひどい例では、大きい鳥と小

さい鳥の大きさが３倍も差のあることがあるが、ここでは群内の成長の差は1.5倍程度

かそれ以下であった。
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写真８ 初生雛の育雛器 写真９ 初生雛の育雛器

写真10 もやし屑の採食 写真11 放牧肥育中のダチョウ

５）経営規模

(1) 事業展開の経緯と今後の計画

本経営は平成12年（2000年）に創業し、肥育鳥、ヒナ300羽を南アフリカから専門商

社を通じて輸入した。開業当初２年間は、繁殖から肥育までの一貫経営を目指してい

たが、産卵数、孵化率、育成率が定まらず、一貫経営を断念し、素雛の輸入による育

成生産を併行することで飼養羽数を維持してきた。しかし現在では、自家牧場で飼養

する種鳥から得た種卵を孵化し、３ヵ月齢程度まで育成して、ヒナを販売すること、

および当面自家飼養種鳥の羽数を２倍に増やして3,000羽出荷体制を確立するため増羽

に努めている。

大手量販店等に働きかけた結果から、経常的な取引ができる為には、年間のと畜羽

数を3,000羽以上確保することが必要であるとして規模拡大を目指している。

(2) 経営の実態

育成鳥も含めて500～600羽のダチョウを飼養し、成鳥、肉、皮革、雛、種卵、食用

卵を販売している。
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６）商品販売、開発

(1) ヒナ、成鳥素

３ヵ月のヒナで３万円、成鳥30万円、種卵は１個4,000円で販売している。今のとこ

ろヒナの購入需要が高いので、これに向けた販売に力を入れている。

(2) 食 品

食用卵は１個2,000円、肉は１kg当たりフィレ肉5,000円、モモ肉4,000円、すね肉

2,000円、ハツ3,500円、レバー3,500円、砂肝3,500円、スジ800円で販売している。加

工品のオーストリッチコロッケは６個入りが450円、ウインナーソーセージは150gあた

り500円で販売している。

(3) と畜経費

と畜は自社の敷地内の処理場で行っており、と畜後の皮剥を職人に処理してもらう

と一枚あたり5,000円の経費となり、皮を剥いだらその後は一般のと畜場で解体処理し

ている(ただし、この場合の経費は不明)。曰本オーストリッチ事業協同組合指定のと

畜場（岐阜県坂内村）まで持って行って処理したこともあるが、遠すぎることから、

近くにと畜場を開くことを計画している。

(4) 革製品他

その他ダチョウオイルは30mlビンで2,800円、紳士靴４万円、高齢者用靴３万円、卵

殻1,600円、卵殻工芸品3,700円、バッグ中型15万円、バッグ大型20万円、キーケース

4,800円で販売している。

高齢者用の靴は社長のアイディアで開発したもので、この売れ行きが良いことから、

今後販売拡大が期待できる。紳士靴はダチョウのすね皮を甲皮の真ん中に配した酒落

たもので、靴の中敷きまでオーストリッチの皮を使った高級な靴が４万円は、市価と

比べて割安感がある。

皮はバッグ等の大物を作った後の端切れが出ることから、それを活用することが課

題である。そこで、縫製のための中古ミシンを購入して活用方策を検討することを検

討している。

写真12 ダチョウオイルの化粧箱 写真13 ダチョウ紳士靴
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７）課 題

(1) 販路の確保

安定的購入先が無いことから、販路の開拓が今後の大きな課題である。肉の販売に

ついては大型スーパーなどと試食会をおこなうなど検討したが、大型スーパーで売る

ほどの数量が確保できないことなど課題が多い。そこで、出荷目標を年間3,000羽とし

て飼養規模の拡大をはかっている。生産物の販売に関しては、日本オーストリッチ事

業協同組合の力に期待しており、ダチョウ飼養業者が力を合わせて販路の開拓を行わ

なければならないと力説している。

(2) と畜場の整備

自家と畜、他の食肉処理場での解体処理、および岐阜県坂内村の日本オーストリッ

チ事業協同組合指定と畜場での解体処理など試みてきたが、いずれも限界を感じてい

る。遠方への生体輸送は物流コストがかかることのほかに、輸送に伴う作業や輸送中

のダチョウの圧死や骨折などの事故による損耗が大きくなる。近場に専用のと畜場を

整備することが、コスト削減につながるとの認識から、この点を現在検討している。

長期的に規模拡大を図るためには専用と畜場の整備は必須条件である。

(3) 高い事故率

事故での死亡が毎週１羽程度あるという。飼育施設整備は、自前で建築廃材を使っ

て行っており、これは投資コストの低減につながり大きなメリットがあるが、ダチョ

ウの行動特性等を十分考慮して作られたとは思われない点もあるため、事故が多くな

っていると思われる。経験を積み重ねて、注意深く飼育施設の改良をしていけば事故

を軽減することが可能となることから、事故の原因を十分解明し対応する事が求めら

れる。

(4) 低い受精率、孵化率

授精率が約33％で孵化率がその半分で、 終的な対入卵孵化率は16～17％という実

績である。授精率、孵化率ともに平均より低く、このことが生産性を低くしている原

因の一つとなっている。この理由にはいくつか考えられるが、もっとも可能性の高い

のは、給与する飼料の質とダチョウの要求する栄養素量が合致しているかどうか、さ

らに、発育中止卵の原因としては産卵後の卵の汚染による細菌進入の結果、腐敗した

可能性が考えられる。

繁殖用種鳥の能力の把握が、今後の種鳥群を改良するためには重要な点である。そ

のためには、どの親鳥からどの卵が生まれ、そのヒナの肥育成績を正確なデータとし

て入手する努力が必要である。そのためには労力もかかり、経営負担もかかることに

なるが、将来を見据えたとき必ず行わなければならない。また、その方式を確立しな

ければならないことである。

(5) カラスの被害防止

カラスの被害が大きい。空にはカラスが群舞しており、病気の伝染阻止のためにも

このカラス対策は重要である。牧場では、すでにノリ網をパドックの上部に張ってカ

ラスを防止しようと試みているが、隙間から入ってしまうなど、手を焼いている。実
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害をもたらすカラスに有効な手立てを早急に見出さなければならない。

(6) 食品製造副産物を利用した飼養技術の確立

本牧場の特徴は、もやし屑を飼料として活用したダチョウ飼育である。しかし、も

やし屑を主体とした飼育がダチョウの栄養素必要量を考えたときに、生産性にどのよ

うな影響を与えることになるか、今まで検討した事例はない。

本牧場で見られる、繁殖上のいくつかの問題がこの独特の飼養形態と密接に関係し

ているかもしれない。

この問題は、本経営事例だけの問題でなく、今後の日本における食品製造業等の副

産物を活用するうえで、解決されなければならない重要な課題である。

（平成18年度ダチョウ低コスト生産技術確立事業報告、唐沢豊執筆を一部加筆）

（早川 治）
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５．中部地方での事例

１）経営の概況

本経営は、平成16年（2004年）からダチョウ飼養を開始し、その歴史は浅いものの、

地域資源（とりわけ山間地）を活用した飼養形態で生産実績を挙げているモデル事例

である。

経営の設立は、平成16年６月１日で、地元の建設業を営む傍ら、副業部門としてダ

チョウ生産に取り組んでいる。ダチョウ部門の従業員は４名（営業１名、育成１名、

育雛１名、総合補助１名）である。生産牧場は、本部（４ヵ月齢までのヒナ育成）と

育成場（４ヵ月齢から出荷時）に分かれている。事業内容は、素雛購入による肥育、

ダチョウ製品販売（肉、内臓、加工食品（コロッケ、ハム、フランクフルトソーセー

ジ、串かつ 、一部採卵である、飼養規模は、繁殖鳥（雌９羽、雄６羽 、育成鳥204羽） ）

（４ヵ月齢まで100羽、４ヶ月齢以後104羽）である。

本経営の特徴は、生豆腐粕、乾燥豆腐粕を乾物量で40％の飼料を給与して肥育して

おり、現在は０～１週齢の国産素雛を日本オーストリッチ事業協同組合の孵化センタ

ーから購入して肥育しているが、将来は繁殖・肥育一貫経営を目指していることであ

る。毎月30羽のヒナを導入し、月産20羽の出荷を目指し、４ヵ月齢までの育成率が9割

と非常に高い。

２）事業開始の背景

現社長の先代が、建設業界の先行きの不安から他の業界への進出を考え、プロジェ

クトチームを作り介護事業、コンピューターソフト事業、ダチョウ産業への参入可否

について研究を開始した。ダチョウフォーラムなどの研修会への参加、ダチョウ牧場

を訪問し勉強する等研究した後、平成16年６月１日に本経営を設立、その後まもなく

日本オーストリッチ事業協同組合指定の孵化センターから28羽のヒナを導入し業務を

開始した。その過程で、ダチョウ部門の責任者らは山形県朝日町の牧場、坂内村の牧

場等を訪問し勉強を重ねた。ダチョウ部門立ち上げ時のスタッフは、現取締役のほか

ダチョウの飼養管理をするパート１名の計２名であったが、現在は、総勢５名が従事

している。

３）立地条件と施設

本経営は、平成の大合併で周辺市町村が合併し、人口は８万人余、面積は東京23区

よりも広く、日本で一番広い市として知られている。当該地域では、冬季間は 低で

、-20℃まで下がり、-25℃位の気温は珍しくないし、また、積雪も多く1.5ｍにもなり

飼育牧場の除雪が大きな労力上の負担になっている。主な産業は、農業と観光で、林

業もかつては盛んであったが、今は低迷している。

本場の本部飼育場は、飼育舎入り口に廃車コンテナーを利用した飼料貯蔵庫があり、
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ここに配合飼料のペレット（スターター、グロワー、豊橋飼料（株）製 、飼料添加物）

のバイオバランス（乳酸菌製剤 、JOCプレミックスなどが貯蔵されていた。飼育舎は）

手前入り口から2階建てプレハブ舎、連続して鉄骨作りの頑丈な飼育舎、放牧場へと続

き、各入り口には踏み込み消毒槽が設置され、右に管理室、左に混合機を備えた飼料

調製配合室があり、その奥がヒナ飼育室になっていた。このヒナ舎には成長段階別に

あるいは成長遅れのヒナ用のための予備ペンを含め７つのペンが設けられ、各ペンに

は、毎月導入する１ロット約30羽のヒナを収容し飼育できるようになっている。

床はコンクリート製でその中に敷設した温水管での石油暖房が行われ、床温度で約

30℃を保つようになっていた。入雛当初は、周囲をカーテンで覆いヒナのいるところ

の気温を36℃にし順次成長に従って下げるようにしている。床の清掃は、角スコップ

で糞をこそぎ取り、水を流して行っているとのことであった。２ヵ月齢程度までのヒ

ナのペンは床が乾燥していて、臭いもなかったが、３ヵ月、４ヵ月齢のヒナの床は糞

尿で濡れ、換気扇を回してはいたが、アンモニア臭が漂っていた。

飼育舎の通路や周りには消石灰を真っ白くなるほど散布してネズミの侵入を防いで

いる。

２階は飼料用乾草の貯蔵庫であり、細断場になっていた。

育成放牧場は本部ヒナ飼育農場から車で約15分間山道を登った小高い丘陵地に位置

し、回りは農地で囲まれた田園地帯にあった。周囲には多くのビニールハウスが建っ

ており、ほうれん草やトマトが栽培されていた。場は市道角地にあり、北と東が市道

に面しており、総面積は6,000㎡で借地とのことであった。地面は土をはぎ取り、遮水

シートを敷きその上に砂利を敷き詰めてダチョウ飼育用に造成したもので、それだけ

でもあわせて約600万円を投入したということであった。ダチョウの飲用水には、冬季

間を除き農業用水を使えることになっている。

ここには北から南に細長い（46.42～55.40）×9.5㎡の運動場を備えたペンが８つ配

置され、一つ当たり30～35羽が年齢別に収容されていた。各ペンの北側には６×9.5㎡

のブリキ波板製屋根付き休憩場が設けられ、えさ箱が設置されこの屋根下の床面は多

くの砂利を敷いて若干高くしてあった。各ペンは鋼製60mm単管を支柱として日亜鋼業

製オーストリッチ牧場用金網で仕切ってあった。全ペンの上は高さ約3.25ｍで海苔養

殖用の網がかぶせられ、野鳥の侵入を防いでいた。

ダチョウのと畜は、岐阜県揖斐川町坂内（旧坂内村）で行っている。輸送用のコン

テナは大変よくできたもので、高さ約２ｍ、横60～70cm、前後約１ｍで、躯体と床は

鉄製、側壁は厚いベニヤ板、屋根は樹脂製のネットで作られていた。ユンボトラック

に６個（したがってダチョウは６羽）を一度に積みと畜場に輸送する。輸送中にダチ

ョウが怪我をしたり死亡するなどの事故は、他の経営と比べて少なく、皮の損耗もほ

とんど見られないということであった。

ヒナの飼料用の牧草を3,500㎡の畑で栽培している。白クローバーを2,000㎡、アル

ファルファーを1,500㎡作付けしている。



- 68 -

４）飼養管理

a）労 力

ダチョウ部門の責任者は現取締役で、そのもとに、２名のスタッフが飼育を担当し、

営業には１名が専門で、そのほか補助１名が配置されていた。

ヒナは導入時から強制給餌をしているため、これだけの労力で継続してこの飼養形

態をとっていくのは、労力上とてもきついとのことであった。

b）飼 料

・配合飼料

オーストリッチスターター（CP 19.0％以上、ME 2,700kcal/kg以上、Ca 0.70%

P 0.55%以上、粗繊維9.0％以下）およびダチョウグロワー（CP 16.0%以上、ME 2,300

kcal/kg以上、Ca 0.70%以上、P 0.55%以上、粗繊維13.0％以下、ＧＥ3,739kcal/kg

（計算値 、いずれも豊橋飼料株式会社製が用いられていた。））

・トウフ粕ほか

４ヵ月齢以降の育成ヒナには、豆腐粕を乾物量で40％自家配合した表１のような飼

料を不断給与していた。生トウフ粕は乾燥トウフ粕で水分調節した後、バイオバラン

スを加えて、乳酸発酵したものを使用している。

表１ 飼料の配合割合

配合原材料 重量㎏／15Ｌ 乾燥重量㎏

生トウフ粕 5.245 （水分70％） 18

乾燥トウフ粕 6.32 22

グロワー 11.345 42

乾草 1.134 17

JOCミックス103 0.3

バイオバランス＊ 0.6

合計 100

＊ Anti-Muffa製剤Lb. delburuecki

生トウフ粕は市内の豆腐屋２軒から無料で収集したものを、乾草は自家栽培生産し

ているものを使い、その他はすべて購入品である。

製造法は次のとおりである。

① 乾燥トウフ粕15リットルにバイオバランス（乳酸菌製剤）とJOCミックス103を

混入攪拌し、さらに生トウフ粕を15リットル加えて混合攪拌し、１昼夜寝かせ菌を増

殖させる。

② これにグロワー15リットルを投入攪拌した後、給餌桶にとりながら乾燥牧草を

交互に層状にいれる。

③ 給餌する時これをえさ箱にあけると、程よく混合され、これをダチョウは摂食

することになる。
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写真１ バイオバランス 写真２ 乾燥トウフ粕（乳酸菌製剤）

この飼料は、乾物重量で40％ものトウフ粕を含んでいることに特徴がある。日本標

、準飼料成分表（2001年版）から、乾燥トウフ粕の成分は、水分8.2％、ＣＰを26.3％

粗脂肪13.1％、ＮＦＥ33.4％、粗繊維14.8％、粗灰分4.2％であるから、トウフ粕40％

中に含まれるＣＰは10.52％、粗脂肪は5.24％、ＮＦＥ13.36％、粗繊維5.92％となる。

一方、17％の乾草はオーチャードとして、ＣＰ2.26％、粗脂肪0.64％、ＮＦＥ5.73％、

粗繊維4.08％で、グロワーはＣＰ6.72％、粗脂肪2.1％、ＮＦＥ27.3％、粗繊維5.46％

であるから、おおよそこの飼料のＣＰは19.50％、粗脂肪は7.94％、ＮＦＥ46.39％、

粗繊維15.46％となる。この給与飼料の総エネルギー値（ＧＥ）の計算値は3,896.6

kcalとなる。

ここで用いている飼料は、脂肪含量と粗繊維含量がやや高く、ＮＦＥ値がやや低い

という特徴をもっている。育成肥育ヒナが 終的に12ヵ月齢で100～140㎏の体重にな

ることを考えると、増体重面では問題ないが、と体の脂肪含量が多いことを考えると、

肥育の仕上げ近く（12ヵ月齢）になると、エネルギー過剰になっている可能性もある。

したがって、仕上げ期近くになったら乾草の配合割合を増やして、ＭＥ値を落とす方

が良いかもしれない。しかし、４ヵ月齢から８ヵ月齢程度までは、エネルギーの面で

は問題ないであろう。

タンパク質含量については、過不足のない量が与えられているものと思われる。た

だし、表３に示したように、リンはほぼ必要量に達するレベルであるが、カルシウム

の水準が一般の飼料の半分程度しかなく、不足していると考えられる。しかし、とく

に育成ダチョウで脚に多くの問題が出ているようではなかった。牡蠣殻の給与が別途

なされているためであろう。

表２ 給与飼料中の成分含量比試算値

飼料中％ ＣＰ％ 粗脂肪％ 粗繊維％ ＮＦＥ％ ＧＥ（kcal）

乾燥トウフ粕 40 10.52 5.24 5.92 13.36 1,663.6

乾草＊ 17 2.26 0.64 4.08 5.73 540.4

グロワー 42 6.72 1.26 5.46 27.3 ** 1,692.6

合計 99 19.50 7.14 15.46 46.39 3,896.6

＊オーチャードとして、＊＊65％と仮定したとき。
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表３ 給与飼料のＣａ、Ｐ含量比試算値

飼料中％ Ｃａ％ Ｐ％

乾燥トウフ粕 40 0.147 0.136

乾草＊ 17 0.0663 0.0442

グロワー 42 0.294 0.231

合計 99 0.5073 0.4112

市販育成用配合飼料（ダチョウグロワー）は、ＧＥ3,739kcal/kg（計算値 ）であり、）

本場で用いられた自家配合飼料は、3,897 kcal/kg（計算値）であることから、そう大

きな差はない。したがって、エネルギーの点からみても市販飼料並みであると言える。

購入している乾燥トウフ粕は、現在26円/kgであるが、 近値上がりしている。肥育

ダチョウの生産に当たっては、成長速度や飼料の利用性に注意を払わなければならな

いが、また同時には肉質への飼料の影響を考慮した飼養が行われなければならない。

トウフ粕主体の飼料を給与したここの鳥の肉質は上質であるという評価を得ている。

発酵トウフ粕飼料を給与する目的は糞尿の臭い対策であるが、乳酸菌、酵母の整腸

作用も期待でき、これが育成の上で消化器系の事故が生じない理由かもしれない。

c）育雛、育成

日本オーストリッチ事業協同組合の指定孵化場である孵化エンターから初生のヒナ

を１羽当たり１万３千円で導入している。トリはブルーネック系の鳥で比較的大型で

ある。この農場では育成率は約９割と非常に高い。その理由は、初生時から直ぐ強制

給餌を行うことと関係があると考えられる。

・初生から２週齢まで

初生ヒナは導入時から体重１㎏になるまで１日４～５回強制給餌を行っている。強

制給餌は、左手で嘴をあけて、給餌に先立ってポカリスウェットを噴射壜で入れ、そ

れからクランブルにしたスターター飼料を右手指につまんで入れてやる。餌が食道を

下降したことを、確かめて、次に同様にして給与する。この間毎日夜６、７時ころま

でやるため、労力が大変で、とくに休日の担当者をどうやりくりするか苦労している

とのことであった。

・２週齢以後２ヵ月齢まで

マルト駝鳥育成用配合飼料スターター（ペレット）を使用していた。

通常、昼間は水飲みを置くが、夜間は照明を消し、撤去しているということであっ

た。１ヵ月後から白くローバーを細断したものを与えている。ペン内には、おもちゃ

として、アルミの灰皿をいれていた。成長の遅いものは、特別に別途用意したペンに

収容して、他のダチョウからの影響を排除して特別に世話をしていた。

実際の飼育現場を見せてもらったが、一般に見られる不ぞろいな成長がなく、群れ

の中のダチョウの大きさはよくそろっていた。

・２ヵ月齢から３ヵ月齢まで

マルト駝鳥育成用配合飼料グロワーを使っている（詳細は飼料の項参照 。自由摂取）
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させていた。

・３ヵ月齢以後４ヵ月齢まで

この時期にはグロワー飼料から徐々にトウフ粕＋グロワー＋牧草に少しずつ切り替

える。

・４ヵ月齢以後

育成放牧場で12ヵ月齢から出荷時まで育成をおこなう。給与する飼料は前述のとお

り発酵トウフ粕を乾物量で40％含む自家配合飼料である。水は自由摂取させる。広い

運動場をもった環境のよいパドックで成長するが、仕上げ時の体重は大型で90～140

kgにもなっている。

写真３ 育成放牧場 概観

写真４ 育成放牧場 餌場

・ワクチネーション

消毒槽の設置、防鳥、防鼠対策、消毒およびNDのワクチン接種をおこなっており、

防疫には相当注意を払っている。

d）出荷と解体

と畜場は、岐阜県揖斐川町坂内にある日本オーストリッチ事業協同組合の指定と畜

場で行っている。12ヵ月齢で体重90～140kgのものを固体別の運搬用コンテナーに入れ、

それを 大６個ユンボトラックに積んで運んでいる。解体場までは山道を４時間、ダ

チョウの損耗が大きいので、輸送用のコンテナーはよく工夫されており、輸送中のダ

チョウの事故が少なく、皮は傷が少ないため格付けの高いものが得られている。輸送

は自社所有の車でおこなっている。と畜解体料は１羽当たり23,000円である。
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捕獲後の移動では、目隠しを被せるが、捕獲後の発熱を抑えるために、アイスキュ

ーブを２、３個口に入れるか、頭から水をかけると良いとのことであった。

いままでのと畜実績は、平成17年度23羽、平成18年度21羽、平成19年度は240羽の計

画が素雛不足のため40～50羽になる予定である。

トウフ粕主体の飼料を給与したこの肉質は、外部の機関で食べ比べをおこなった結

果によれば評価は高かった。しかし、本経営のダチョウの特徴として、体脂肪の量が

多いことがあげられる。

写真５ 輸送用ダチョウコンテナー

e）営業活動

中部山間地帯では飛騨牛が有名であることから、飛騨牛と比較され、それと競合す

ることから売りにくい。しかし、販売エリアは県内に限定することなく、全国を相手

に商売をおこなっている。そのため、インターネット販売も手がけており、顧客は全

国にいる。

販売店の確保についても努力していて、単なる肉の販売だけでなく、斐太高校の近

くの本屋の一角にある旧コロッケ販売ボックスを借りたアンテナショップを開いて商

品開発と消費拡大に努めていた。この店は1.25坪ほどの小さなもので、借料３万円、

パート２名が時間によって１人ずつ従事し、月間20～25万円の売り上げを得ている。

写真６ ダチョウ揚げ物販売アンテナショップ
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写真７ ダチョウ肉の串焼き店頭広告

販売しているダチョウ肉製品は、フランクフルトソーセージ（170円 、ソフトサラ）

ミ（460円 、ジャーキー（460円 、コロッケ（100円 、串カツ（80円）などであった。） ） ）

また、市街地から離れた国道沿いのコンビニ店で生ハム、ソーセージなどのダチョウ

肉の加工品を販売している。市街地ではまた、ダチョウのネック肉を串焼き販売して

いる。

そのほか、市内の居酒屋では、ダチョウの刺身（480円 、燻製を出していた。営業）

専門の担当が相当の営業努力をしているようで、強い意気込みが感じられる。

３）経 営

ヒナ代13,000円、と畜解体料23,000円、乾燥トウフ粕26円/kg、売り上げ14～15万円

／羽で、今までのと畜羽数は200羽ということから、現在赤字であるが、ここ２、３年

のうちに黒字にする予定であるとのことである。

当社の事業計画によれば、年間300羽使用規模を想定した収入総額は、55,766千円

（内訳は、精肉・革販売27,934千円、肉加工品販売額27,832千円）である。一方、支

出総額は54,489千円（内訳は、人件費21,982千円、一般管理費1,922千円、飼養経費

30,046千円（ヒナ代2,776千円、飼料代7,570千円、と畜経費7,476千円、肉製品製造費

6,038千円、革製品製造費5,700千円、その他486千円 、その他539千円である。従って、）

収支バランスは1,277千円の収益が算出されている。

４）課 題

a）ヒナの確保

安定的な値段でのヒナの確保がどのようになるか、現在は日本オーストリッチ事業

協同組合の指定孵化場から１羽13,000円で購入しているが、この価格でこれからも購

入できるか不安な要因がある。鳥インフルエンザの発生により、海外からのダチョウ

肉やダチョウヒナの輸入が思うに任せない中で、国産ダチョウヒナの生産が今後とも

安定的に進むかどうかについては予断を許さない。この点を確かめたわけではないが、

将来の方向として、繁殖・肥育一貫経営を目指しているというのは、そうした背景が

あるからであろう。

b）繁殖・肥育一貫経営
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ヒナの安定的確保とトリの改良を考えて、将来は繁殖・肥育一貫経営を目指してい

るため、本部雛舎に併設した飼育場に雌４羽、雄１羽の組と１ペア、育成放牧場に１

ペアと雄１羽、雌３羽の組を飼養していた。そのほか、種鳥候補として2羽の雄を残し

ていた。

・技 術

受精率の高い種卵を採取し、高い孵化率の卵を確保するためには、多くの技術的な

課題をクリアしなければならない。現在は、産卵や交配、雄雌の組み合わせなど予備

的に調査している段階である。繁殖に関連する技術の習得は、これからの大きな課題

であるが、それを乗り越えたとき、この経営体は磐石なものになる。

・労 力

繁殖・肥育から販売まで全過程を自前でやるためには、多くの質の高い労力を確保

しなければならない。現在フルタイムではないが５人体制で肥育・営業を行っている。

ヒナの肥育に手がかかるため、これだけの人を確保しているとは言うものの、労力的

にはかなり過重ということである。工夫したとしても、繁殖関係の仕事がこれにさら

に加われば現状での体制では厳しいと思われる。これに雇用労働者をさらに加えると

なると、年産240羽体制では規模が少なすぎるのではないだろうか。どこにその着地点

を見出すか、適正規模の算出が今後の課題である。

c）食品製造副産物を利用した飼養技術の確立

本経営の特徴は、トウフ粕を飼料として活用したダチョウ飼育である。肥育用の飼

料として現在用いている自家配合飼料は、大雑把ではあるが、栄養的に大きな問題は

なさそうである。しかし、繁殖鳥にとってみれば、肥育より繁殖というデリケートな

生理作業に、トウフ粕を主体とした飼料でダチョウ栄養素の必要量を考えたときにど

のような影響を与えることになるか、栄養学的に今まで検討した事例はない。

本経営でこれから本格的に試みられるであろう繁殖鳥の飼育、孵化等を行う上で問

題が出てきたとき、それがこの独特の飼養形態と関係している可能性があるかもしれ

ない。この問題は、本経営だけの問題でなく、今後の日本における食品製造等の副産

物を活用するうえで、解決されなければならない共通の課題である。

５）ま と め

本経営は、系統的に、科学的に、ダチョウ産業への参入を検討し、その分析に基づ

いて経営方針を定め、技術の習得を進め、必要な投資をして設備を整え、質の高い人

材を手当てして経営を始めた、意欲あふれる企業であるというのが印象である。ダチ

ョウヒナの成長のデータなど技術的、経営的に重要な基礎データの収集がきちんと行

われ、企業形態として今後進んでいける基本的な条件は、良い人材とともに整ってい

るといえる。

将来の日本におけるダチョウ産業を担う企業として成長し成功することを期待した

い。

（平成19年度ダチョウ低コスト生産技術確立事業報告、唐沢豊執筆を一部加筆）

（早川 治）
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Ⅶ ダチョウに関する関係法規

１．家畜伝染病予防法

「家畜伝染病予防法」とは、家畜の伝染性疾病（寄生虫病をふくむ ）の発生を予防。

し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とされ、国内に

おける家畜衛生対策にあわせて、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を阻止する役割

をしている法律である。従って、この法律には国内に向けての法規と海外から輸入す

る際の法規とがある。いずれも、対象となる病気と畜種とが定義されている。

ダチョウは、国内においては同法の対象家畜とはされていない。また 「高病原性鳥イ、

ンフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針 （平成16年11月18日付け）が農林水産」

省から公表され、同指針においても定義されている家きん（鶏、あひる、うずら又は

七面鳥）の対象とはなっていないため法律上の義務は負わないが、同病に感受性を持

つダチョウの飼養者としての社会的な管理責任は持たなければならないという認識は

必要である。

海外から輸入する際の法規では、輸入検疫指定の対象となっているため、種卵、生体、

生産物は規定の輸入条件と検疫が義務付けられている。

２．家畜排泄物処理法

「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」という。この法律は、

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜

排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずるこ

とにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全

な発展に資する目的とされ、この法律に定義される「家畜排せつ物」とは、牛、豚、

鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいうとなっており、現在のところダチョウは

その対象とされていない。

「ダチョウは家畜なのか？」という疑問が生じる。これは、生産者側と行政機

関側とダチョウに関して認識の違いから生じる問題である 「家畜」には、一般。

的概念と法律上の解釈とがある。また、法律にもいろいろあって、どの法律によ

る問題なのかを明確にしないと解決されない。

家畜であるかの一般的概念は、野生動物を飼いならすものではないことを前提

に、飼養する者が家畜としての認識で管理し利用するものであれば、その対象動

物は家畜となる。法律上では、個々の法律によって対象として明示されている家

畜とそうでない家畜とに分けられる。
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３．飼料安全法

この法律は 「飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定、

及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、

もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与する」ことを目的としている

もので、家畜及び飼料、飼料添加物、製造業者（他に輸入業者、販売業者）等が定義

されている。つまり、この法律において定義されている家畜に対して製造されたもの

は、対象とされる家畜のみに給与する飼料として安全性が担保されるよう規制されて

いる。この法律で定義されている家畜は、牛、豚、めん羊、山羊及びしか、鶏及びう

ずら等であり、他にもみつばち、ぶり、まだい、ぎんざけ、こい、うなぎ、にじます

及びあゆ等が対象となっている。ダチョウは、この法律の家畜には対象となっていな

いため、牛用や鶏用に製造され販売されている飼料をダチョウに給与することは違法

ではないが、ダチョウにとって適正な栄養価であるか否か、或いは安全性に支障はな

いか等については管理者責任によるところと解釈される。

４．食品衛生法

ダチョウをと畜解体処理する、加工する、販売するというときに関係する法律。食

品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずること

により、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図

ることを目的としている。

同法には、営業する業種別に営業施設基準が規定されており、所管の都道府県の条例

で決められており、営業をしようとする者は都道府県知事の許可を必要とする。ダチ

ョウをと畜解体処理する場合には「食肉処理業」となり、肉をハムやソーセージなど

に加工する場合には「食肉製品製造業 、処理された肉をパッケージして販売する場合」

には「食肉販売業」となる。因みに「食肉処理業」とは、食鳥処理の事業の規制及び

食鳥検査に関する法律（食鳥検査法といい、鶏、七面鳥、アヒル等が対象）に規定す

る食鳥以外の鳥若しくはと畜場法（と場法ともいい、牛、馬、豚、めん羊、山羊等が

対象）に規定する獣畜以外の獣畜をと殺し、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の

肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。

５．絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

環境省の所管にあって、国際法であるワシントン条約に基づき設けられている法律。

この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の

重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、

もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することが目的とされ

ている。ダチョウは、ワシントン条約によりこの対象動物と規定されているため、海

外から輸入される場合には、同条約に違反することなく輸入されたものであるという
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手続きが必要とされている。また、国内において贈与や譲渡等の所有権利を他者に移

す場合にも規定された手続きが必要とされる。そのために対象となる個体を登録する

制度が設けられている。

同法において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続に支障を

来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の主要な生息地また

は生育地が消滅しつつあること、その種の個体の生息又は成育の環境が著しく悪化し

つつあることなどが定義されており、一方で、野生動植物の種が置かれている状況を

常に把握するとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための総合的な

施策を策定し、及び実施することが国の責務事項となっている。ダチョウは、既に

「家畜伝染病予防法」に基づく輸入検疫指定動物としての対象となっているため、輸

入する場合においては、同法に重複する書類の添付及びそれ以上の規制が付されてお

り、国内においては畜産動物として繁殖、育成され、その生産物も生活資源として利

用されていることから、環境省では同法の対象動物から除外するため平成19年８月10

日から９月８日までの間、パブリックコメントを実施し、同法施行規則の一部を改正

する省令（案）の２により「現在、我が国で商業的繁殖が一般的に行われ、野生個体

又はワシントン条約の規制対象個体群の個体が国内でほとんど取引きされていないダ

チョウ（ストリティオ・カメルス）を譲渡し等の規制対象から除外する」方針でいる。

（豊原弘晶）
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