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オーストリッチ産業の総説と今後 (1) 
Dally Holle、Stan Stewart、Fiona Benson 著 
     (http://www.blue-mountain.net/) 
               奥村純市 訳 

 

第1部 過去の研究の総説 

 
序論 
 オーストリッチ産業研究の最初は 1980 年代の後半に南アフリカのオウドストホ

ーンの KKLK だけで生産されているという情報で始まった。それまでは、オース

トリッチ産業は粗放な生産方式に従って行われていた。この産業の前には、綺麗に

染めた羽根の製造方法と皮革方法は共に発展してきており、あまりオーストリッチ

産業には注意が払われてはいなかった。 
 この産業は世界的に同時スタートしている。新しくオーストリッチ生産の飼料配

合を任せられた研究者達は、南アフリカの生産者達がコマーシャルレベルの生産を

しており、発表されているデータは良く証明されているものであるという仮定で南

アフリカのデータを用いた。彼らはこのことは正しくないと言うことを見落として

おり、従って一連の科学的に紹介した総説は不正確であった。 
 
 色々な論文の結果を評価するに見なければならない色々な分野がある。 
 栄養（入力） 
 管理システム 
 遺伝 
 歴史的個体記録 
 環境 
 上記全ての一貫した統一性 
 
 ブリーダーのマーケットの間は、まだ屠畜するオーストリッチの市場は出来てお

らず、全てのオーストリッチが“ブリーダー候補として販売された”という結果と

なり、“卵は孵化された”と言うことになって、ブリーダーマーケットが崩壊した。

このような経過から、長期間の意味ある記録を得ることは不可能であった。 
 
1990 年代のオーストリッチの世界の新しい導入で、多くの科学者により色々な論

文が書かれた。ほんの少しのものだけが大きな価値がある。これらの論文が大きな

影響を与え、連続した負の結果を説明している総説は除外されている。 
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  1995 年に Alltech 社 により “A Practical Guide for Ostrich Management and 
Ostrich Products” （オーストリッチの管理とオーストリッチ製品の実際的ガイド）

が無償出版された。この本にはいろいろの科学者が書き、一部は科学者ではなかっ

たが、色々なことが論じられた。“飼料および飼料管理”の章にはオーストリッチ

の栄養素要求量が掲載されている。他の刊行物もこれから発行され、この要求量が

正しく証明されていると書かれているが、この要求量はその時には証明されていな

かったのである。この間違った栄養素要求量情報が、世界のオーストリッチ生産国

の飼料工場の栄養科学者の基礎と成った。 
 
 次の総説がなぜそのようなことが起こり、それが低い生産性に繋がったかを示し

ている。 
 
1. 飼料の詳細 

a. カリフォルニアオーストリッチ協会のビデオプレゼンテーション

-1997(Video of Presentation by F.C. Cilliers to The Californian Ostrich Association） 
 

ブリーダー 
 このビデオ内容の重要性は、提示されたものが参考資料情報および多くの文献情

報を基礎にしていることである。このビデオは広くアメリカ国内に広報され、飼料

会社は彼らの飼料を調整し、その結果雛が成鳥になってからも欠点がない雛に育つ

様になり、広報後には生産レベルに注目がいった。 
 
 ビデオの最初の言葉は“もし飼料組成が正しく、オーストリッチが必要とする正

しい飼料を給与されていれば、雌オーストリッチ 1 羽あたり 20 羽の雛を生産し、

雛の死亡率は 20%となるであろう“と述べている。彼はここでこれらの生産指標は

飼料配合の時に作成し、生産目標を達成する良くできた飼料組成である”と力強く

述べている。 
 
著者のコメント： 
 1 羽の雌あたり 20 羽の雛生産で、雛の死亡率 20%では、どこの国でも近代オー

ストリッチ生産をするには非経済的であり、100 個以上の卵を産卵できるオースト

リッチにとっても全く不合理なことである。アメリカでの初期の頃の産卵では、100
個以上の良く産卵するオーストリッチの記録があり、最高は 167 個と報告されてい

る。 
(Ratite Reproduction, Proceedings of the Conference of the Association of Avian Veterinarians, New 
Orleans, pp.318- 325, K.D. Hicks) 
 

 そのようなレベルの低い目標に向かっての飼料組成の作成は、遺伝的にはもっと
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かなり高いレベルの生産が出来るにもかかわらず、ブリーダーを栄養素不足に導い

てしまうであろう。 

 
脂肪 
 このビデオは明解に、“オーストリッチにはどんな種類の脂肪をも付けないよう

に飼料配合をしなければならない”、および“腹腔脂肪はオーストリッチにとって

何の利用価値もなく、飼料の無駄使いである”と述べている。 

 
著者のコメント 
 一定量の脂肪生産は、オーストリッチの健康、生存および生産にとって必須であ

ることはよく知られた事実である。一定量の脂肪生産は、筋肉運動をするのに必須

である。ブリーダーは、自身の厳しい繁殖期を乗り切り、支えるために良い脂肪蓄

積が必要である。全てのオーストリッチは一定量の脂肪が必要であり、ストレスの

時、例えば天候ストレスの時を見れば理解出来る。体脂肪が多すぎるのは、明解に

栄養状態の良くない症状であるか、または間違った飼養プログラムを使っている。

しかし、体脂肪がないのもオーストリッチの健康と生産にひどく影響し、生産損失

による損害は大きく、また死亡オーストリッチも多く出ることになる。脂肪の質も

重要である。黄色の脂肪はオーストリッチが、例えばストレス時など高エネルギー

が必要なときの早く動こうとするときには良く使えない脂肪である。 
  
 沢山のオーストリッチを失ってからは、著者らは定期的にアメリカでオーストリ

ッチ生産者と会合を持っている。多くの場合剖検してみると、このような場合のオ

ーストリッチは体脂肪を持っていない。その後研究してみると、多くの場合、殆ど

何時も、これらはすごい暴風雨があったとか、同じようなストレス状態が 1 週間続

いたあとで、死亡していたことを経験している。ストレス時に使えるエネルギー備

蓄がないとこのような結果と成る。栄養学者は、体脂肪は必要がないと言っていた。

これが誤って指導されて正しくないことが分かった経緯である。 
 
肉生産プログラム 
 本項での記述はきわめて明解で、目標は 14 ヶ月齢で体重 95kg を達成すること

で、5 段階の飼養プログラムがこの目標を達成するように作られている。・・・論議

には、皮革への正しいクイルが正しい月齢で発達し、皮革の大きさ、その他も行わ

れた。 
 最初の項目での論議は 14 ヶ月齢で体重 95kg は非常に遅すぎると言うことであ

る。このような体重ならば、半分の時間 7 ヶ月齢で達成出来る能力があるのに、そ

のような目標でオーストリッチを飼育することは生産者にとって非経済的である

と言うことである。 
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飼養プログラムは次のようであった： 
プレスターター飼料 
0-2 ヶ月齢飼料 
22%タンパク質 
55-60%穀類 
5%以下の粗飼料 
 
 発表者は雛の飼料にはセンイは全く必要が無く、もし飼料に入れたとしても雛は

全く利用できないと述べた。 
 
著者のコメント 
 その後この発表者はこの情報は間違っていたと認め、それ以来彼は雛の飼料に繊

維含量を増やすよう推奨している。 
 
 “粗飼料”という用語は間違って用いられてきた。“粗飼料”という用語の定義

を思い出すのも重要である。“粗飼料”とは“繊維質、不消化物・・・”とあり、栄

養学的にはオーストリッチ飼料には用いる場所がない。“センイ”が常に正しい必

要な栄養であり、消化も非常に良いのである。 
 
グローワーおよびフィニシャー飼料： 
 発表者はグローワー飼料のタンパク質含量が7ヶ月齢で羽根をむしり取るには低

すぎると述べている。ポストフィニシャー飼料の最終飼料の計画は、10 ヶ月齢か

ら 14 ヶ月齢までの飼料である。 
 
質問： 
 屠畜前になぜ6ヶ月間オーストリッチを保有しているのですか？ 生産者に対す

るコストはどんなですか？ 肉や皮革のコストはどのくらい上がりますか？ 
 
回答： 
 屠畜のために 14 ヶ月齢まで飼育するという理由は、皮革が成熟するのを保証す

るためで、それは必要な要因でありますが、この問題はまたあとで議論しましょう。 
 
著者のコメント 
 オーストリッチは 10 ヶ月齢で 450kg の飼料を食べます。屠畜が 14 ヶ月齢まで

遅れると、2.1kg/日の飼料摂取量ではさらに飼料 250kg が必要になり、結局飼料摂

取量が 50%増加し、それにインフラに必要な経費、労働費および資本が必要となる。

この方法ではコマーシャル的な生産意義があるとは思われない。 
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b. 南アフリカでのオーストリッチ栄養学の最近の進展：飼料エネルギーおよび

タンパク質が生産に及ぼす影響—南アフリカ 
(Recent Advances of Ostrich Nutrition in South Africa: Effect of Dietary Energy and Protein on 
Production Authors: Tertius Brand - Elsenberg Agricultural Research Centre and Kobus Nel - 
Oudtshoorn Experimental Farm) 

 

 この論文は著者により、低、中および高エネルギーと低、中および高タンパク質

の色々な組み合わせの飼料を検討している。本論文は低品質の飼料成分を用い、ビ

タミン、ミネラル補足につき何ら詳細に検討せず、またその他のオーストリッチの

健康と生産に必須の栄養素についても検討していない。 

 
 屠畜するオーストリッチでは、飼料間に飼料要求率に最小の差異より無いことに

驚きを報告し、研究者がこのことを理解出来ない不能力が記してある。 

 
著者のコメント 
 見過ごされている点は、この研究の実態は全ての飼料がひどく栄養素不足であり、

その結果屠体重が1991年にDeganが行った研究よりも低い屠体重であったことで

ある。Degan の研究は七面鳥用の飼料組成を用いており、従って飼料のどこかが悪

く、その飼料管理で低い成長となったのである！ 

 
 どこかのオーストリッチ生産者がこれより有意によい結果を示していることで、

問題の理解は深まるであろう。‘US/Blue Mountain Farmer Weight Gain Study’
やその他の研究では、飼料がオーストリッチに適するように作成されていれば、有

意によい成長と飼料要求率が可能であることを明解に示している。 
 

c. オーストリッチ飼料でタンパク質レベルを変えたときの血液指標に及ぼす

影響—トルコ 
（Effect of Different Protein Levels in Ostrich Rations of some Haematological Parameters: Cek 
Ayudin, Nurten Galip ad Sibel Nadya Zaugg – Department of Physiology, Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Uludag, Bursa, Turkey and Arahim Ak – Department） 

 
 この研究は2種類のタンパク質レベルのブリーダー飼料での研究が組まれている

が、重大な欠陥問題が研究方法にあり、従って引き出された結論には問題がある。

飼料の全体の変動（マイナスであれプラスであれ）の効果を見るにはまる 2 年間か

かる。本研究では 8 歳のブリーダーがそれまでの飼育履歴無しに用いられ、研究は

3 月から 9 月まで産卵用飼料で行われ 5 ヶ月は冬期飼料であった。ポスターで発表

されたこの研究は、公表されている情報が限られている。 

 
 しかしながら、本研究は研究目的である給与した色々なタンパク質レベルの効果

を確立する意味をなくしてしまっているという重大な問題がある。2 種類の産卵用
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飼料は、タンパク質 20%の飼料と 25%の飼料とを用いて、エネルギーレベルは同

じで、アルファルファ乾草を自由給与で与えているが、アルファルファの等級につ

いては何も述べておらず、アルファルファ乾草はタンパク質レベルが 13%から 29%
以上もあると言うことを考慮していない。冬期には、オーストリッチはアルファル

ファ乾草、トウモロコシサイレージ、700g の穀類を自由摂取で与えられた。 

 
著者のコメント 
 乾草、サイレージのタンパク質含量についての記録がなく、乾草やサイレージの

実際の摂取量記録がないので、実際の毎日のタンパク質摂取量を測定することが不

可能である。タンパク質の総摂取量は非常に重要な指標で、単純に飼料 kg あたり

の量ではない。 

 
d. オーストリッチの飼料原料の評価—南アフリカ 
(Feedstuffs evaluation in ostriches (Struthio camelus). S.C. Cilliers, PhD. Thesis, University of 
Stellenbosch, South Africa.) 

 この研究は各種飼料のエネルギーレベルを評価し、それを用いてのオーストリッ

チ栄養学の多くの情報の基礎を作っている。Cillier は木枠のケージにオーストリッ

チを試験期間中入れて測定し、各成分の摂取量と排泄量はそこで測定した。 
 
著者のコメント 
 研究者達は 1981 年頃から研究を始めて記録しており、この研究の 15 年ほど前に

当たり、この方法での飼料の評価は信頼できず、昔の評価であると認識している。

この方法が信頼できない理由は、異なった飼料成分組成の中での個々の栄養素の利

用は、全く他の飼料成分や栄養素に依存しており、全ての栄養素はその最適利用を

達成するにはお互いに依存しているからである。 
 
 この研究の結果は世界中の多くの栄養学者や研究者に広く用いられて正しくな

いデータを形成した。その結果は、オーストリッチが関係した全ての国でのオース

トリッチ生産者、加工者に非常に高価な間違った仮定を提供した結果と成った。 
 

                         （つづく） 
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