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III. III. III. III. 成鳥成鳥成鳥成鳥（（（（雌雄雌雄雌雄雌雄））））        

(1)(1)(1)(1)繁殖前繁殖前繁殖前繁殖前、、、、(2)(2)(2)(2)繁殖期繁殖期繁殖期繁殖期；；；；産卵期産卵期産卵期産卵期、、、、休産期休産期休産期休産期    

    

(1) (1) (1) (1) 繁殖前繁殖前繁殖前繁殖前    

    

①①①① 飼育環境飼育環境飼育環境飼育環境    

性成熟に至る年齢は雄と雌では異なるので、性成熟年齢を考えて雄と雌を分離して飼育す

るのが望ましいが、現況の日本の平均的な規模では現実的ではないので、雄と雌を同じ施設

内で飼育することを前提とする。1歳を過ぎると、体重は僅かに増加し 2歳で体格はほぼ完成

する。採食量は最大に達しているので、体重の増加を見込んでも摂取栄養量は必要栄要量を

十分に満足させている。しかし一方で、繁殖に必要な機能を成熟させてゆく必要があるので、

給与飼料全体のなかで性成熟に必要な蛋白質含有量は、乾物計算で 16%程度に設定する必要が

ある。さらに、繁殖寿命を長く保つためにもオーストリッチは草食動物であると言うことを

念頭に、このステージでは粗飼料を十分に与え、エネルギー発生装置である連続醗酵槽とし

て機能している大腸を最大限に活用させることが大切である。粗飼料の不足した飼料を給与

し続けると、胸巾、腹巾の狭いオーストリッチになってしまう。それは、結果的に産卵や交

尾という大変体力を必要とする繁殖活動を維持してゆくだけの栄養摂取、すなわち乾物摂取

量の確保が出来ないことになってしまう。 

 

ａ．温度 

 特別な温度管理は、必要がない。 

 

ｂ．湿度 

 特別な配慮は、必要ない。 

 

ｃ．通気  

新鮮な空気はどのステージにおいても大切だが、屋外のパドックを整備し、畜舎も開放的

な構造で建設すれば、特別な配慮は必要がなくなる。 

 

ｄ．床およびパドック 

雄と雌を同居させることを考えると、飼育密度はあまり高く出来ない。パドックの長さは

最低 30m を目安とし、巾は羽数によって決定される。畜舎内部は、砂が望ましい。要求され

る条件は、水はけが良い、掃除がし易いことである。パドックは、十分な水勾配が付けられ

（畜舎は勾配の上手側）、水はけが良い（水溜りが出来ない）という条件が必要とされる。 

 

ｅ．設備と生活環境 

オーストリッチにとって安楽な生活環境を実現することは、結果的に家畜としての能力を

最大限に発揮することとイコールであることを強く認識する必要がある。往々にして、管理
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者の都合がオーストリッチの安楽性を妨げる傾向にあり、それは仕方のないこととして見過

ごされるが、このオーストリッチと管理者双方の都合をいかにして高い次元で実現するかが

マネージメントの真髄といってよい。 

① オーストリッチ畜舎・・・ 温暖な地域では、雨がしのげ、雨水で濡れていない床が確保

できれば、壁などがなくても十分で

ある。寒冷地では、冬を考えると少

なくとも北風を防ぐ壁は最低設置し

たい。いずれにしても、休息場所と

なる舎内は乾燥した状態を確保した

い。特に湿った雪が降る東北地域で

は、雪の当たらないオーストリッチ

畜舎の役割は大きい。 

  両サイドが壁のオーストリッチ畜

舎の場合は、壁の両側に換気のため

の連続的なバッフル窓の設置を推薦する（バッフル窓図）。極寒の季節を除いて常時換気は

必要である。 

② 飼槽・・・奥行き 40cm 以上。    

 高さ 40cm 以下。長さ 30cm／羽当り。掃除が簡単に出来る素材と構造。 

③ 水槽・・・飼槽からは遠く離して設置する。掃除がしやすい素材と構造にする。くちばし

に付いた飼料の残渣が水槽内に入るので、毎日掃除を行う。オーストリッチは本来砂漠の

動物で、水をあまり必要としない。尿の状態を観察して（オーストリッチの特性の項参照）

余分な水を給与しないように注意する。 

 

ｆ．群の中のストレス 

 自然界では起こらない、狭い領域の中での集団（群）の生活はオーストリッチにストレス

を与える。また、性成熟が進むと、雄と雌の間でストレスが強くなってくる。ストレスを受

けている状態は、羽つつきや施設の一部を頻繁に突っつく行動で確認できる。また、給餌は

不断給餌といつでも同じエサが食べられるように全ての飼料を混合して給与する事が必要と

なる。幾つかのエサを個別に給与するという方法は、ある特定の飼料だけを食べる個体が出

来てしまい、コンディションが異なる個体が出てくることになる。 

 

    

(2) (2) (2) (2) 繁殖期繁殖期繁殖期繁殖期；；；；産卵期産卵期産卵期産卵期、、、、休産期休産期休産期休産期    

    

①①①①    飼育環境飼育環境飼育環境飼育環境    

このステージでは、改めてオーストリッチが砂漠の動物である事を再認識して飼育環境を

考える事が大切である。また、些細なストレスが原因で繁殖、つまり産卵や交尾に負の影響

がでるのもこのステージの特徴である。こうしたストレスの原因となる環境要因について、

バッフルバッフルバッフルバッフル窓図窓図窓図窓図
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記述する。 

 

ａ．温度、湿度 

 特別な配慮は、必要がない。 

 

ｂ．通気 

 Ⅱ育成①飼育環境の項を参照。 

 

ｃ．オーストリッチ舎の床 

砂が最善であるが、水はけが良く、掃除がしやすいという条件が整えば他の素材も可能で

ある。面積については、ペアーであれば 25㎡、トリオであれば 49㎡は欲しい。 

多頭飼育の場合は、奥行きより巾でゆとりを持った面積を用意する。 

 

ｄ．パドック 

最優先事項は、水はけである。素材の透水性は、糞尿などの堆積で効果が減少してくる。

パドック全体は、排水をよくするための水勾配が大切である。 

 

ｅ．産卵舎 

 産卵させるための場所を設ける事は、重要な事である。ペアーやトリオの場合は、産卵さ

せるための場所のオーストリッチ舎に飼槽、水槽を設置しない、もしくは休息場所と分割す

ることを前提に、休息場所と産卵場所を併用する事が可能である。多頭飼育の場合は、特別

に産卵舎の設置が必要である。軒高は高くなくて良いが、雨が吹き込まず、コの字型に壁が

あると安心して産卵する。オーストリッチの卵殻は雨が降らない、乾燥した地上で産卵され

ることを前提の構造になっている。従って、産卵舎は、卵殻が水分などに濡れて汚染されな

いように、衛生的な卵の確保には欠かせない施設である。床は砂が最善である。 

 

ｆ．飼槽 

 構造についてはⅢ成鳥（1）繁殖前を参照。飼槽からこぼれる飼料は、損失であるばかりで

なく、床で腐敗すれば細菌やカビの発生源ともなり、また掃除の手間もかかる。 

それぞれの寸法には意味があることを理解すべきである。 

 

ｇ．施設の配置 

 施設の配置は、オーストリッチが敷地の中のどの場所に糞尿を多く排出し、どの場所を歩

き回り、どの場所で休息するかなどオーストリッチの行動に影響を与える。こうしたオース

トリッチの行動様式をよく観察し、理解し、経済活動に有利に働くように誘導すべきである。

従って、オーストリッチ舎、産卵舎、水槽、飼槽は、それぞれ離れた場所に設置するのが良

い。実際にどのように配置するかは、牧場全体の構成により、考えなければならない。目的

は、産卵場所、休息場所での糞尿排泄を減らし、飼料や水からの汚染を防ぐためである。結
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果として、衛生的な卵の確保やオーストリッチの身体に汚れを付けないことにつながる。ま

た、交尾に際して、生殖器の汚染の可能性を減少させることが出来る。多頭飼育の場合は他

のオーストリッチからのストレスを軽減することにもつながる。 

 

ｈ．群の中でのストレス 

 雄と雌の相性の悪さ、発情時期の相違などにより、群の中で混乱が起こる。雄雌それぞれ

が相手を攻撃したり、無関心が長く続くと発情そのものが無くなってしまい、産卵や交尾を

中止してしまうケースもある。相性の見分けは産卵前の時期、および休産期に群の中から見

分けておき、産卵期には相性の良いものどうしを組み合わせると良い。 

 

ｉ．栄養管理 

 オーストリッチは 1 年を産卵そして産卵休止と２つのステージを毎年繰り返して、10 年、

15 年と繁殖活動を行う。この繁殖寿命を出来るだけ長く、また高成績を維持するためには、

この２つのステージ両方において十分な栄養管理を行う必要がある。産卵期に産卵する卵の

元である卵巣上の卵胞は、休産期に準備される。詳細はⅢ成鳥②給餌の項を参照。 

 

ｊ．オーストリッチと管理者のコミュニケーション 

 管理者がオーストリッチにストレスを与えないような接し方を行うのは当然のことである

が、より積極的なコミュニケーションの取り方として、この繁殖時期に有効なのが産卵場所

の維持管理作業である。具体的な作業でみると、糞の除去、砂を柔らかくするための攪拌作

業であるが、これをオーストリッチから見ると、巣の準備をしてくれている仲間と考える。

通常雄がその役割を担うが、管理者がその立場に立つことになる。 

雌ばかりでなく雄までも管理者が「巣づくろい」をするのを周りで待機するようになる。 

まだ推測の域を出ないが、観察から、「巣づくろい」を周りの雄が許容するという事は、人

がその群のリーダーであることをも許容しているのではと考えられる。もしそうであれば、

群内のヒエラルキーに明確な順位が確立され、オーストリッチ内部での順位争いが起こらな

い可能性を持っている。他のステージでは見られないコミュニケーションの取り方である。

また、これから繁殖期を迎える若いオーストリッチなどでは、産卵を誘発する動機になるよ

うである。 

 

ｋ．その他の留意事項 

 雨、騒音、飼料の変化、群への新たな加入、移動などは繁殖活動を休止させてしまうほど

のストレスになる。まず、移動や内部構成の変化は、絶対に避けたい。行うとすれば、休産

期に行うべきである。雨は、これをしのげる屋根のある休息場所を提供することで解決でき

る。 

 

    

(1)(1)(1)(1)繁殖前繁殖前繁殖前繁殖前、、、、(2)(2)(2)(2)繁殖期繁殖期繁殖期繁殖期；；；；産卵産卵産卵産卵期期期期、、、、休産期休産期休産期休産期    
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②②②②    給餌給餌給餌給餌（（（（飼料飼料飼料飼料）、）、）、）、実際実際実際実際のののの配合例配合例配合例配合例    

    

ａ．オーストリッチの産卵 

 オーストリッチのそれぞれの繁殖ホルモンの動向は、ニワトリと非常によく似ている。雄

の性成熟は 4 歳であり、雌の性成熟は 3 歳である（Swart, 1989）。雄不妊症の主原因は性成

熟前の雄を使っていることが多い（Jensen et al., 1992:Irons, 1995）。繁殖現象である産

卵は、季節繁殖で日照時間と同調しており、光周期性で支配されている（Mellett,1993）。        

 この点につき世界の状況を見てみると、イスラエルとアメリカ南部は年中産卵が報告され、

南アフリカでは 6 月から 2 月まで産卵し、産卵ピークは 8 月と 11 月の間、アメリカ北部は 5

月より 9 月までの産卵が報告されている。ニワトリは日照時間が長くなると産卵を開始し、

短くなると終了するという長日型で午前に産卵するが、オーストリッチは短日型で日照時間

が短くなる秋に産卵を開始し、日照時間が短くなる春まで産卵がつづき、産卵時刻は午後で

ある。 

 交尾後の約 10日後に産卵を始め、一日おきに 10個から 12個までは連続的に産卵する。１

シーズンでの産卵数は飼育管理の状況に大きく左右されるが、南アフリカの Oudsthorn の農

場の 120 羽の産卵用オーストリッチの平均産卵数は、年間 50±20 個(Smith et al., 1995)で

あった。 オーストリッチの産卵成績と年齢との関係を南アフリカで調べた Clote et al. 

(1998)は、2歳で 30、ピーク産卵は 9歳で 60、30 歳で 40-50 と報告している。また産卵期間

中の産卵成績の再現性（同じ産卵数を次年度産卵期に再現するという意味）は 0.42であった。 

 上記の繁殖現象に合わせて、休産期、産卵期をオーストリッチの状態に合わせて飼料で誘

導することが必要である。Sauer(1972)、Lethold(1977)はオーストリッチの産卵は日照時間

のみではなく、飼料源の増加とも一致していることを報告している。産卵はホルモンにより

誘導される繁殖現象なので、子孫保存のため母親の健康を損ねても産むことがあるが、充分

な飼料で栄養素を補給しないと長続きはしない。充分な栄養状態でゆったりと卵を産む状況

を作ることに心がけるのが、成オーストリッチの飼養管理技術のポイントである。 

 雌雄とも繁殖季節中に 3-4 週間続く「繁殖休止期」があり、この間雌は産卵を中止し、雄

は赤色が失せる（Swart, 1989）。このような現象を受けて、受精率の高い卵を目的にする場

合は、物理的に雄と雌とを別居させる産卵強制休止期間を設けることの有効性が示されてい

る。強制休止期間を設けることにより、良質精液の品質が得られ、受精卵数が多くなる。

Hasting(1991)は強制休止期間を設けず年中ペアを同居させておくと、8 ペアのうち 7 ペアが

高い未受精率であった（30-60％）と報告している。精液品質と受精率には高い相関関係があ

る(Soley et al., 1991)。 

 ブリーダーを取り巻く環境も重要であり、外的からの安全な場所で、衛生的で乾燥した砂

の多い産卵しやすい巣作りの場所の提供は、オーストリッチの子孫を残したいという本能を

刺激し、巣作りを手伝う人を自分たちのボスとして認めて行動することが判っている。この

ように産卵を手助けする人をボスと認めさせて、農場内の動物の上下関係であるヒエラルキ

ーを保つことは成オーストリッチの飼養管理を行いやすくする。 
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ｂ．ブリーダーの栄養  

 14 ヶ月齢以降の雌オーストリッチの体重増加は比較的少なく、24ヶ月齢で到達する性成熟

までの間、栄養素要求量はほぼ同じであると考えられる。初卵が形成されるまでに必要量が

増加する栄養素のミネラル（主にカルシウムとリン）、アミノ酸、ビタミン、エネルギーが準

備されなければならない。ニワトリでの卵胞形成期間は 7-8 日間であるが、オーストリッチ

では 16 日間であると推定されており、オーストリッチオーストリッチオーストリッチオーストリッチがががが初卵初卵初卵初卵をををを産産産産むむむむ 18181818 日前日前日前日前にににに卵形成卵形成卵形成卵形成にににに必要必要必要必要

なななな栄養素栄養素栄養素栄養素をををを給与給与給与給与しししし始始始始めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。産卵のために必要な栄養素は S 字状に増加し、初

卵が産まれる前 8 日に最高に達する。この時点からは産卵に必要な栄養素要求量は高原状態

となり、初卵に蓄積される栄養素の量に依存している。

オーストリッチは１日おきに産卵するので、１日に卵

半分に相当する栄養素が必要となる。別表に産卵用飼

料に必要となる栄養素を計算して示した。グリットが

不足していると、粗飼料の摂取量が減るので、グリッ

トの供給は不足の無いようにする。 

 左の写真は性成熟雌オーストリッチの生殖器を腹側

部から見た写真である(Deeming, 1999)。 

 F:卵胞、M:卵管膨大部、U:子宮（卵殻腺）、V:膣部、

R：直腸。 

 雛のうちは卵胞が小さく約 12mm で青白いが、性成熟

に達した雌が繁殖期になると、写真に示されるように

12-16 個の卵胞が見られ、その卵胞の直径は 1-8cm で

ある。この卵胞の成長に見合う栄養をどのように給与

するかが産卵期の栄養の基本である。 

 

 産卵用飼料は雄オーストリッチにとっては全く不適切な飼料であるが、雄と雌の飼料を区

別することは困難である。雄にとってはカルシウムを摂りすぎになるので亜鉛の吸収が抑え

られるが、亜鉛は精子の生産に重要な栄養素である。また、高エネルギー飼料となるので、

雄の過剰体重になりやすい。雄と雌の分離摂取が可能ならば、それが理想であろうが、現実

には難しい。雄オーストリッチを隣接した畜舎に入れて維持飼料を給与し、１日おきに雌の

いる畜舎に数時間のみ導入して交尾させることが推奨されている。しかしこの導入時間は、

雌がほとんどその日の飼料を摂取したあとに行う。 

 体重が 100、105、110kg の雌オーストリッチの体重維持に必要なタンパク質アミノ酸量、

1.2、1.4、1.6kg の卵産卵に必要なタンパク質、アミノ酸要求量を表 1に示し、エネルギー量

については表 2に示した。 

 

 ブリーダー用飼料で高品質の卵が得られるが、特に重要な点は以下の事を守ることである。 

1） 産卵期雌オーストリッチの飼料は少なくとも１日 2.5 kg（乾物）を給与すべきであり、ブ

ルーとレッドは 3.0kg(乾物)とすべきである（エネルギー必要量の確保）。 
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2） かき殻を別途給与すべきである。産卵期雌オーストリッチは、カルシウムを余分に必要と

する。Ca:P 比が高すぎると、雄の受精率に影響する。雌への余分のカルシウム給与は、別

途給与が良いことが分かっている（カルシウム必要量）。 

3） ブリーダー用オーストリッチは、冬の期間に 3-4 ヶ月休ませるべきである（休産期設定の

必要性）。 

 

表 1 産卵オーストリッチのアミノ酸要求量（g）      (Du Preez, 1991) 

 体重維持に必要な要求量(g) 卵生産に必要量(g) 

 100 kg 105 kg 110 kg 1.2 kg 1.4 kg 1.6 kg 

タンパク質 67 69 72 119 138 158 

アルギニン 5.70 5.87 6.12 3.56 4.15 4.74 

リジン 5.78 5.95 6.21 6.41 7.48 8.55 

メチオニン 1.86 1.90 2.00 2.67 3.10 3.56 

ヒスチジン 2.54 2.61 2.73 1.91 2.20 2.50 

スレオニン 3.54 3.64 3.80 6.85 8.00 9.13 

バリン 4.32 4.46 4.65 5.50 6.40 7.30 

イソロイシン 3.50 3.60 3.76 4.55 5.30 6.10 

ロイシン 6.90 7.14 7.45 9.00 10.50 12.00 

チロシン 2.33 2.40 2.50 3.70 4.30 4.90 

フェニルアラニン 3.82 3.90 4.10 4.06 4.67 5.30 

シスチン 0.89 0.92 0.96    

トリプトファン 0.73 0.75 0.78    

 

表 2 産卵オーストリッチのエネルギー必要量(MJ/日)     (Du Preez, 1991) 

 維持と活動に必要なエネルギー量 

(MJ ME) 

卵生産に必要なエネルギー量 

(MJ ME) 

 体重 100 kg 体重 105 kg 体重110 kg 卵 1.2 kg 卵 1.4 kg 卵 1.6 kg 

維持* 13.64 14.12 14.60    

活動 1.37 1.41 1.46    

       

卵の脂質    2.30 2.68 3.07 

卵のタンパク質    3.58 4.18 4.77 

       

卵殻（卵重の 18％）    0.26 0.30 0.35 

       

総計 15.01 15.53 16.09 6.14 7.16 8.19 

0.25 ヘクタールの所で飼育されている場合で計算した。 

* Emmans and Fisher(1986)の式で計算。 
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 以上のことを理解して、下記に示すような実際的な飼料を給与する。 

 

   オーストリッチオーストリッチオーストリッチオーストリッチのののの維持飼料配合維持飼料配合維持飼料配合維持飼料配合のののの基本的組成基本的組成基本的組成基本的組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cillier et al., 1994 を改変) 

 

 

ｃ．メンテナンス（維持）用飼料、ブリーダー（産卵期雌）用飼料の配合組成 

  JOIN メンテナンス用飼料の配合組成は次のようである。 

 

原料 重量（ｇ） ％ 

黄色トウモロコシ 

ホムニーチョップ 

ダイズ粕 

アルファルファミール 

第 1リン酸カルシウム 

炭カル（粉末） 

食塩 

JOC106 プレッミックス 

280.0 

125.0 

15.0 

545.0 

12.0 

16.0 

4.0 

3.5 

0.2800 

0.1250 

0.0150 

0.5450 

0.0120 

0.0160 

0.0040 

0.0035 

総計 1000.5 1.0005 

 

 

 

成分 14 ヶ月齢以降 

(g/kg, 90%DM) 維持飼料 

アルファルファ 420.0 

黄色トウモロコシ 0 

トウモロコシ油 0 

大豆粕 0 

魚粉 8.9 

第２リンカル 15.0 

炭酸カルシウム 0 

メチオニン 1.6 

ビタミン・ミネラル 2.5 

アルファルファ乾草 552.0 

栄養含量  

AMEn MJ/kg 7.0 

タンパク質 g/kg 100.0 
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  JOIN ブリーダー（産卵期雌）用飼料の配合組成は次のようである。 

 

原料 重量（ｇ） ％ 

黄色トウモロコシ 

ダイズ粕 

魚粉（CP65%） 

アルファルファミール 

第 1リン酸カルシウム 

食塩 

JOC105 プレッミックス 

340.0 

25.0 

40.0 

540.0 

14.0 

2.0 

3.5 

0.3523 

0.0259 

0.0415 

0.5596 

0.0145 

0.0026 

0.0036 

総計 999.5 1.0000 

        別途粒状（グリット状）の炭カルを自由に摂取できるようにする。 

 

 

 

 

実際の飼料配合例 

  

繁殖前  

実際例 1 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

粗飼料 

 ラップサイレージ 

 （チモシー7：ラジノクローバー3） 

濃厚飼料 

 ルーサンペレット 

 圧片トウモロコシ 

 ふすまペレット 

 エン麦 

 大豆粕 

 ビートパルプ 

貝殻 

ビタミン剤 

 

飽食 

 

1kg 

(600g) 

(200g) 

(100g) 

(50g) 

(200g) 

(100g) 

若干量 

10g 

 

牛とほぼ同じもの 

 

 

草の状態はトリの状態で調整 

 

 

 

 

 

乾燥した貝殻を砕いて与える 

JOC 
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休産期 

実際例 1 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

粗飼料 

 ラップサイレージ 

 （チモシー7：ラジノクローバー3） 

濃厚飼料 

 ルーサンペレット 

 圧片トウモロコシ 

 ふすまペレット 

 エン麦 

 大豆粕 

 ビートパルプ 

貝殻 

ビタミン剤 

 

飽食 

 

1 kg 

(600 g) 

(100 g) 

(100 g) 

(50 g) 

(50 g) 

(100 g) 

若干量 

10 g 

牛とほぼ同じもの 

 

 

※交尾が見られる時期になると、

大豆粕、圧片トウモロコシを増や

す。 

 

 

 

 

乾燥した貝殻を砕いて与える 

JOC 

 

実際例 2 

・細断した乾草（長くても 10cm 程が望ましい）・・・1.2kg 以上/羽/日 

・組合の専用飼料（グロアーあるいはメンテナンス）・・・1.0kg 以下/羽/日 

 上記の組合せで、残飼量（残した量）を見て乾草を増減する。 

乾草の多くは、イネ科の牧草であるため、栄養価が低くなる恐れがある。青草が手に入る

ようであれば、上記に加えて給与することが望ましい。また、乾草の代わりに芝生(公園やグ

ランドの草・・多くの場所の芝生は、クローバーやタンポポなどの雑草が入っている)や河川

敷の雑草を乾燥したものを同量給与する。 

いずれの場合も 10円玉大のグリット（小石）を不断給餌（常に与えておく）しなければな

らない。なお、草主体の飼育の場合、育成期から配合飼料に加えて乾草を不断給餌しておく

ことが良い結果が得られる。 

 

実際例 3 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

生オカラ 

圧片トウモロコシ 

生イタリアン 

さつまいも蔓 

ビタミン・ミネラル混合物 

3.3kg 

300g 

3kg 

500g 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

JOC105 プレミックス 
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実際例 4 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

産卵鶏用配合飼料(CP18) 

米ぬか 

くず大豆 

ルーサンペレット 

生イネ科牧草 

ビタミン・ミネラル混合物 

700g 

300g 

300g 

500g 

600g 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

 

JOC105 プレミックス 

 

 

産卵期 

実際例 1 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

粗飼料 

 ラップサイレージ 

（ラジノクローバー/ルーサン主体） 

濃厚飼料 

 ルーサンペレット 

 圧片トウモロコシ 

 ふすまペレット 

 エン麦 

 大豆粕 

 ビートパルプ 

貝殻 

ビタミン剤 

 

飽食 

 

1 kg 

(300 g) 

(200 g) 

(100 g) 

(50 g) 

(200 g) 

(100 g) 

若干量 

10〜20 g 

細切りせず刈り取った状態で

給与 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾燥した貝殻を砕いて与える 

JOC105 プレミックス 

 

実際例 2 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

桑（茎を含む）細断 

くず大豆 

米ぬか 

焼き玉（小麦粉砕） 

ビタミン・ミネラル混合物 

4kg 

300g 

300g 

400g 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

JOC105 プレミックス 
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実際例 3 

飼料名 1日 1羽あ 

たり給与量 

備考 

デントコーンサイレージ（細断） 

ルーサン乾草（細断） 

粉砕トウモロコシ 

なたね粕 

リンカル 

ビタミン・ミネラル混合物 

3kg 

700g 

300g 

500g 

20g 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

 

JOC105 プレミックス 

 

 

実際例 4 

・ 細断した乾草（長ても 10cm 程が望ましい）・・・1.2kg 以上/羽/日 

・ 組合のブリーダー飼料・・・1.0kg 以下/羽/日 

・ JOC105 プレミックス・・・添加率 0.35％ 

・ カルシウムを補給するため貝殻を適量給与する。 

    

    

③③③③    飲水飲水飲水飲水    

適切な飲水に関する基本的な事項はⅡⅡⅡⅡ育成育成育成育成③③③③飲水飲水飲水飲水の項を参照いただきたい。ここでは成鳥

においての飲水に関する留意事項について記述する。 

 

ａ．水の摂取源・・・飲水という語意から、水槽からの水の摂取が唯一の水摂取源と考えが

ちであるが、飼料中の水分も飲水量に含まれる。例えば野菜の多くは水分が 90%程度である。

トウモロコシの様な穀物でも 12%。1日天日乾燥した牧草で 60%、黄熟期のデントコーンで 30%

は水分である。この水分含量を考慮したうえで、水の給与量は考えるべきである。 

 

ｂ．水槽の設置場所・・・水槽は飲水時に周辺を濡らすこと、採食に影響を与えないこと、

水遊びをすることなどを考えると、休息場所、採食場所から離れた場所に設置することが望

ましい。産卵期においては、産卵場所からも離れた場所に設置すべきである。 

 

ｃ．水槽の容量・・・1羽 2リットルを基本に、給与飼料の水分により修正する。1羽当りの

必要量は少ないので、水道による給水設備は、設置費用が高価となるので、その設備の有無

は十分に検討すべきである。繁殖期にペアーやトリオ等の小グループ分けを行う場合はなお

さらである。 

 

④④④④ 糞尿糞尿糞尿糞尿    

糞尿の基本的な事項はⅡⅡⅡⅡ育成育成育成育成④④④④糞尿糞尿糞尿糞尿の項を参照いただきたい。ここでは成鳥においての糞
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尿に関する留意事項について記述する。 

1 年以降の給与飼料中には少なくとも全体の 60％以上の粗飼料の給与が基準となるが、尿

は給与する粗飼料の水分含有率に大きく影響を受ける。まず尿について記述する。 

 

ａ．尿の一回排出量と排出頻度・・・排出量の多さは多飲を示しているが、さらに飲水量が

増えると、糞を伴わない排尿が観られるようになる。成鳥においてはその事が直接的なダメ

ージになることは少ないが、余分なエネルギーを浪費している事は間違いなく、環境が厳し

い時などには強いストレスとなる。また産卵期においては、卵 1 個の生産に必要なエネルギ

ーは 1日の体の維持に必要なエネルギーの 40％にも達する（Ⅲ成鳥②給餌の項参照）。不必要

な水の給与は、この点からも十分に注意が必要である。給与飼料中の水分含量が多い場合は、

その水分量を考慮して水の給与を制限すべきである。 

 

ｂ．尿の色・・・白濁、粘性のある状態が通常であるが、飲水量が増えるに従って、粘性が

低くなり、透明度を増し、最後は水と同じような尿をする。 

 

ｃ．尿の弊害・・・室内ではアンモニアによる害。土パドックではスリップ事故の原因にな

る。これらを防ぐ為に排尿場所を分散させたい。給餌場所、飲水場所、産卵場所を分散させ

るべきである。雄の交尾にも足元がすべるのは弊害となる。 

    

⑤⑤⑤⑤    衛生衛生衛生衛生・・・・防疫防疫防疫防疫    

    

a. 基本事項と感染症の侵入防止 

 この段階においても、農場への病気の侵入防止につとめる。防鳥ネットを設置し、エサ場、

水飲み場に野鳥や野生動物が侵入しないように対処する。 

 外来者の農場への立ち入り、外来車両の乗り入れは、必要な場合のみに制限する。観光農

場では、外来者の入場制限はむずかしいが、手洗い所に手指の消毒設備を設置するなどの対

策を講じる。 

 

b. 感染症 

 成オーストリッチは、雛や育成段階のオーストリッチと比べると、感染症に対する抵抗力

が大きいので、病原体に感染しても発病しないことが多い（不顕性感染）。しかし、感染成オ

ーストリッチはしばしば細菌やウイルスを体外に排出し、これが抵抗力の弱い育成オースト

リッチを発病させる原因となるので、問題が大きい。これを防止するためには、定期検査を

する必要がある。 

 成オーストリッチでは、以下のような感染病が発生する可能性がある。ニューカッスル病

（ウイルス病；成オーストリッチは症候を示さないことが多いので要注意、首を曲げたり下

に垂らすこともある）、インフルエンザ（ウイルス病；発症はまれ）、ポックス病（ウイルス

病；体表の水疱形成）、大腸菌症（細菌病；腹腔臓器の感染、腸炎、ペンギン様歩行）、伝染
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性コリーザ（細菌病；呼吸異常、鼻水）、壊死性腸炎（細菌病；下痢、腸炎）、結核（細菌病；

持続的食欲不振、削痩、多尿）、カンジダ症（カビ；口内炎）、クリプトスポリジウム症（原

虫病；不顕性感染）、シラミ寄生（掻痒、ストレス、羽毛脱落）、ダニ寄生（ストレス、羽毛

脱落）。 

 とりわけ、繁殖期における感染症では、卵巣炎、卵管炎や子宮炎が発生することがあり、

これらは細菌の感染による。また、卵巣から排卵された卵子が卵管を通って子宮に行かず、

腹腔内に排卵されることがある（卵墜）。卵黄が自然に吸収される場合もあるが、細菌感染の

結果腹膜炎起こすこともある。カンジダ症（カビ）にかかると、ビタミン B吸収不全のため、

産卵はするものの胎児が虚弱となり、卵内で死亡する。 

 

c. 卵の感染防止 

 卵の感染を防止するためにも、農場への病気（病原体）の侵入を防止することが最重要で

ある。病気を持たない雌成オーストリッチが産卵した卵を孵卵する。雌成オーストリッチが

感染した場合，病原体が卵の中に侵入して胎児を殺したり、虚弱雛が孵化することもあるの

で（介卵伝播）、注意が必要である。感染して孵化した雛は病原体を排出するので、同群の雛

の間に病気が広まる。 

 卵の感染症には，次のようなものがある。種々の原因で胚の発育中止が起こるが、細菌が

卵の中で繁殖し、卵内腐敗を起こすことが多い。これは、産卵場に存在する雑菌が卵内に侵

入したり、汚れた手で卵を扱った結果である。検卵を行って発見したこのような卵は、速や

かに処分する。また、孵化直前まで発育していたが孵化には至らなかったものを死ごもり卵

といい、前述の介卵伝播した病原体の胎児感染によることもある。    

    

⑥⑥⑥⑥    産卵産卵産卵産卵（（（（種卵種卵種卵種卵としてのとしてのとしてのとしての取扱取扱取扱取扱いいいい、、、、採卵方法等採卵方法等採卵方法等採卵方法等））））    

有精卵の生産の目的は当然ながら、孵化をさせて、雛を得ることにある。その目的を高確

率で実現するために、最初でそして最も大切な作業が採卵から卵の保存方法までの手順であ

る。 

 

ａ．産卵場所の環境条件と管理 

① 雨が降りこまず、地表の雨水が流れ込まないこと。太陽光は当る方が良い。 

② 砂を敷設する（無機物で構成され、細菌の繁殖を妨げる。水はけが良い）。 

③ 糞の除去（網などですくい取る）と定期的な殺菌（砂の交換も含める）。 

④ 採食、飲水場所と離れた所に設置。 

 

ｂ．採卵方法（産卵場所から取り上げ、保管場所までの手順） 

① 使い捨てゴム手袋（1組 10 円程度）を着用して採卵する。 

② 採卵時に卵を撫で回したり、汚れを拭き取ったりしない。 

③ 運搬用の卵保管箱は木などの有機物でなく、プラスチックなどの無機物で作成し、内

部は卵同士が触れ合わないように置き、移動中に卵が動かない区画を作る。 
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ｃ．卵の洗浄殺菌 

① 45℃以上の温水をかけながら硬めのブラシで汚れを拭き取る。 

② 使い捨てペーパータオルで水分を大まかに拭き取る。 

③ 45℃以上の殺菌剤（アンテックビルコン S 等）の入った容器を用意しておき②の作業

終了後すぐに卵を殺菌剤で再洗浄する。 

④ ペーパータオルでしっかり水分を拭き取る。 

⑤ エタノールを噴霧して殺菌消毒する。 

⑥ 卵置き（7-8cm のプラスチックパイプを輪切りにした物）に仮置きする。 

⑦ 作業は使い捨てゴム手袋を着用して行う。 

 

ｄ．卵の保存 

① 保存専用室を用意する。 

② 卵殻表面に鉛筆で親番号、産卵日、エアーセル部分、卵重等を記録する。 

③ 卵置きにエアーセルが上になるよう卵を縦に置く。 

④ 保存温度は 15℃以下で、出来るだけ温度変化を与えないこと。 

⑤ 保存期間は 7日以内とする。 

⑥ 孵卵機に入れる前に改めてエタノール噴霧で殺菌消毒を行う。 

⑦ 作業は使い捨て手袋を着用して行う。 

 

⑦⑦⑦⑦    日常日常日常日常でででで発生発生発生発生するするするする事故事故事故事故・・・・病気病気病気病気    

    

a．衰弱 

 Ⅰ育雛（1）前期、（2）後期、Ⅱ育成の⑥ 日常で発生する事故・病気の項 aを参照。 

 

b．食滞（詰滞）と異物詰滞 

 Ⅰ育雛（1）前期、（2）後期、Ⅱ育成の⑥ 日常で発生する事故・病気の項 bを参照。 

 

c．外傷（炎症、化膿） 

 産卵期に多い事故として、隣接するパドックでの雄同士の争いでの怪我と雄成オーストリ

ッチが発情していない雌成オーストリッチを追い回して起こす怪我や骨折がある。怪我をし

ないまでも雌にとっては大きなストレスとなり、産卵率の低下が懸念される。また、トリオ

で飼育している場合は雌同士の争いがあり、弱い雌は未受精卵を産む確率が高い。いずれも

隔離などの処置が必要である。 

Ⅰ育雛（1）前期、（2）後期、Ⅱ育成の⑥ 日常で発生する事故・病気の項 cを参照。 

 

d．骨折、脱臼 

 繁殖前において、順位争いが激しくなるので、グループで飼育している場合に個体間での
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闘争でフェンスに激突するなどで骨折や脱臼の事故が多発する。十分に広いパドックで飼育

する、逃げ場を確保するなどの対策が必要である。広いパドックを用意できる場合は、休産

期に雄、雌全てを一緒にして飼育し、その中で自然に、自主的に出来上がるペアーやトリオ

を見つけておく。それを産卵期に組み合わせしてグループに分けると良い成果が得られ、グ

ループ内での闘争も無い状態が作り出せる。この自発的な組み合わせは、毎年同じとは限ら

ない。項目ｃやｄの解消に効果的と考えられる。 

Ⅰ育雛（1）前期、（2）後期、Ⅱ育成の⑥ 日常で発生する事故・病気の項 dを参照 

 

e．その他の病気 

 産卵期において、産卵している雌成オーストリッチで稀に卵停滞を起こす例に遭遇する。

このようなオーストリッチは異常卵や大きな卵を産むか、子宮出口が狭くなっていることが

多い。産むべき時に大きいストレスを受けた場合に産卵を中止し、子宮内に卵が停滞、数日

間排出されないと次に産卵する卵も停滞する。停滞卵により腸管が圧迫されて腸閉塞を起こ

して死亡することがある。予定日に産卵しない雌や血液が付着した卵を産む雌には注意が必

要である。 

Ⅰ育雛（1）前期、（2）後期、Ⅱ育成の⑥ 日常で発生する事故・病気の項 eを参照  

 

 


