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オーストリッチ飼育学 (22)

奥村純市*

XIV司ブリーダーの飼育

(繁殖前から産卵期と休産期)

1.ブリーダーの飼育形態方式を決める

ブリーダーの飼育形態にはベア，トリオ，クアド，

コロニーなどがあり，これら飼育形態からどの方式

を農場で採用するかを VII.13 Iブリーダーの飼育形

態と経済性」を参照して決める。その決める要点は，

種雄のエサ代を何羽の雌で分担するかということ

と，雌雄の群における行動とそれに伴う産卵成績，

受精率の問題である。

雌雄の群における行動問題を簡略化して示すと

次のようになる。ブリーダーの飼育場の中に多くの

雄がいると，いつもある攻撃と，この群のリーダー

の君臨で，他の雄が劣等感を持った態度になり，こ

れら雄は繁殖行動がなくなり，繁殖を止めてしまう。

このことにより繁殖はこの君臨している単数また

は複数の雄とそれに面倒を見て貰っている雌達だ

けの聞のことになってしまい，それ以外の雌は不活

発な繁殖行動で未受精卵と少ない産卵数になる。こ

のようにコロニー飼育では求愛行動や繁殖行動が

同居の雌や雄により妨害され，産卵数が減り，受精

率が悪くなり，雌雄の強い“粋"が出来にくいのが

欠点、である。ブリーダー飼育には，飼育コストのか

かるのが問題だが，ベアまたはトリオの飼育形式が

遺伝問題も明確に出来，産卵数，受精率も高い成績

が期待出来，雌雄の目齢、粋が年中同居で出来るので

推奨している。オーストラリアの Hasting農場が良

い例と考えている。雌オーストリッチのみの飼育で

採卵事業を行うオーストリッチ農場設立案が企画

されたことがあるが，鶏とは異なり，雌雄同居でな

いと産卵数は少なく，卵は無精卵の採取となるので，

オーストリッチでのそのような採卵農場は現実的

でないと取り下げられた。

*日本オーストリッチ協議会会長

名古屋大学名誉教授(JunichiOkumura) 

2. パートナーの選抜方法

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ことがある。雌雄それぞれが

相手を攻撃したり，無関心が長く続くと，発情その

ものがなくなってしまい，産卵や交尾を中止して

しまうケースもある。

雌雄の相性を見分ける方法は，産卵前および休産

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ようにする。

雌のオーストリッチにベアとなる相手の雄を選

ばせるのが，産卵率および受精率を最高にするため

の非常に実際的な方法である。繁殖前期あるいは繁

殖期の雌雄が混ざった群を観察し，雄と雌が気の

合っていることを示していたら，このベアを別の

囲いに移動させると良い。そうすると，このベアの

関係は，新しい固いの中でより強固になるであろう。

産卵期の途中などに新しいパートナーの組み

合わせを模索する時は，雄を 2つの繁殖用オースト

リッチが飼育されている囲いの聞の通路におき，雌

が近づけられるようにしてやる。もしこの雄に対し

て興味を示す雌がし、れば，雄をこの雌がいる囲いの

中に移動させ新しいパートナーとする。

3.雌雄ブリーダ一聞の“紳"…休産期も同居が必要

最高の受精率で最高の産卵をしている雌は，雄と

の間にある種の“紳"が出来ており，この“粋"の

日常的習慣(儀式)は長い期間で発展する。雄と雌は

単純にお互いが好きでないと，決して“紳"を築く

ことはない。もし雌が雄を怖がっていれば，この雌

にとって“紳"を作ることは難しい。もし雄がいつ

も雌を追い払ったり，雌を蹴ってフェンスに飛ばし

たりすれば，この雌は高産卵の雌になりそうにない。

雄にとって雌を追い，産卵期にベンの中を雌と走り

回るのは正常であり，これは結婚の儀式の一部と考

えられている。しかし良い雄ブリーダーはこの行為

を権威と愛情を持って行い，またこの良い雄ブリー

ダーは多くの静かな時間を使って雌の面倒を見て，

0369-5247/13/干500/1論文/JCOPY
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卵を産むことになると予測される巣の位置の周り

を羽ばたきしたり，ついばんだりを雌と一緒に行う。

これら行動は全て雌の雄に対する信頼を得るのに

必要な行動で，この雌に遺伝的能力があれば高産卵

の結果となる。

休産期に雌と雄を離して飼育し，春になって雄を

雌と一緒にさせると，雄は繁殖に対して非常に攻撃

的になることは古くから知られている。休産期に繁

殖関連ホルモンが低いレベルにある時には全く何

も“紳"の関係を作らないで，産卵期に入って急に

雌雄を一緒にして短い期間で急に“枠"を作って繁

殖にまで、持っていくのは非常に難しい。休産期に雄

と雌を一緒に飼育して適切な飼料を給与しておく

と，産卵期になれば雄は十分な体勢を持って繁殖活

動に入札雌雄聞の紳も十分で，雄は高産卵と高受

精率を達成するのに十分に活躍する。

あらゆる活動がある全ての交尾の儀式を通じて，

ブリーダー達は毎日の多くの時聞をこれら交尾の

儀式に使っている。伴侶聞の強い“粋"はほとんど

日中の時聞をこの儀式として使っている。伴侶聞の

強い“粋"は，一日中にあらゆる種類の“オースト

リッチ聞の会話"が含まれている。強い“粋"のあ

る雄ブリーダーは，雄ブリーダーが何時頃卵を産む

かを知っており，雌ブリーダーとどこで産みたいの

かなどを話している。雄ブリーダーは時として雌ブ

リーダーの隣に座り，実際に雌が卵を産んでいるの

を助けたり，卵が出てくる時には雌の紅門の周りを

鳴で、なぞ、ったりなどする。これらの兆候は，高い受

精率を持った高産卵性の良い指標である。以上のよ

うに，雄の気質は非常に重要であり，雌の生産能力

に大きな影響がある。

4. ブリーダーの飼育環境

成オーストリッチの求愛行動と交尾行動の両者

の出現は，夜明けの最初の 3時間が他の時間よりも

多い。この交尾行動が自由に平和裏に行われる環境

が，求められるブリーダーの飼育環境である。

性成熟に至る月齢は雄と雌では異なるので，性成

熟月齢を考えて雄と雌を分離して飼育するのが望

ましいが，日本の平均的規模では現実的でないので，

雄と雌を同じ施設内で飼育することを前提とする。

12ヶ月齢まではオーストリッチ専用グローワー後期

飼料の 1日2.1kgの定量給与であるが， 12ヶ月齢を

過ぎるとブリーダー飼料の休産期用に切り替えて

やはり 1日2.1kg定量給与し，約 24ヶ月齢になり

繁殖期が来た(産卵関連行動が見られる，あるいは，

何か交尾行動が見られるようになったら)ら，ブ

リーダー飼料の繁殖期用に切り替え l日 2.1kgの

定量給与にする。

雄の繁殖期が来た様子をまとめると，鳴やスネが

赤くなる，飼育者に関心を持つようになる，雌に寄

り添って行動する，ヒトに対してカントリングを行

う，雌の背後に回り座るように促す，巣を人が手入

れする時に寄って来てフラタリングを行うなどの

行動が観察される。

グローワー飼料給与開始以降は，飼料給与量は全

て1日2.1kgで栄養素要求量は満たされるように専

用飼料は配合設計しであり，体格が大きいあるいは

体格が小さいオーストリッチには，この給与量で良

し、かどうかの判断は常にボディ・コンディションを

見ながら調節する。ボデ、イ・コンディションの実施

は産卵期に行わず，休産期に行う。その詳細は後記

の ii. 栄養管理」の「維持飼料」で記述する。

12ヶ月齢を過ぎると，体重はわずかに増加し

24ヶ月齢で体格はほぼ完成する。繁殖に必要な諸機

能を成熟させてゆく必要があるので， 12ヶ月齢以降

は性成熟に必要な蛋白質含有量は 16%に設定され

ている。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ことを念頭にこのス

テージでは粗繊維 14.0%を与え，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。粗繊維飼料が不足した飼料を給

与し続けると，胸巾，腹巾の狭いオーストリッチに

なることが知られている。そうなると結果的に産卵

や交尾という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が出来ないことになり，ブ

リーダーとしては失格となる。

Holle and Benson (2001) 68)は飼料に十分な栄養素

を給与することにより，解化率，受精率，育成率，

成長率，産卵率など全ての生産項目がこれまでの南

アフリカ飼育方式に比べて畜産動物として革命的に

向上することを示した。そしてその飼育方法を実践

すると，性成熟月齢は雌2歳，雄 3歳となる。これ

らブリーダーに l日l羽あたり 2.1kgの専用飼料を

食べるように設計した最適飼料を給与する飼料飼養

管理により，平均して受精率 95%，解化率95%で，
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繁殖期あたり 70個の卵を産むようになるという。

また，繁殖季節中に繁殖静止状態は起こらず，した

がって繁殖季節中に従来推奨されていた強制繁殖

中止期間の導入は行う必要はなく，産卵期間は年間

9~10 ヶ月間になるという。これまで日本で見られ

ていた産卵時期が，春に繁殖期に入るのではなくて

年の中頃に繁殖期に入る，秋遅くに繁殖期を終わる

のではなくそれより早く繁殖期を終わる，あるいは

春早く繁殖期に入り夏の途中に繁殖期を終わって

しまうなど、のバラバラに起きる繁殖産卵期の現象

は，低栄養による影響が主原因であり，オースト

リッチ専用飼料を給与する十分な栄養条件下では，

長日型の産卵動物で早春から晩秋の年間9~10 ヶ月

間の産卵が期待出来る。

栄養状態を新しい専用飼料を導入することによ

り改善すると，繁殖・産卵季節は鶏と同じように長

日型であるので，北半球では 1月から 12月まで，

南半球では 7 月から 6 月までの聞の約 9~10 ヶ月間

産卵するようになるが，将来的には近代養鶏産業と

同じように，年中産卵とし、う状況が期待される。ブ

リーダーの産卵はクラッチ間隔で卵を産み，クラッ

チの大きさは+/一 20卵で，一日置きに連続して午後

に+/一 20卵産み，休んで、次のクラッチとなる。ブ

リーダーとしての商業的な供用期間は 15年以上の

経験が Hasting(2008) 207)に記載されているが，この

年数は商業的飼育を始めた経緯・経験年数を考察す

ると，まだまだ記録は更新されると推測される。こ

のように経済的な繁殖期の長いのはオーストリッ

チの大きな特徴であり，ブリーダー選抜の重要性を

示している。

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，どの段階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，

掃除がしやすいことである。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

(水溜りが出来なし、)としづ条件が必要である。面積

については，ベアであれば 25m2， トリオであれば

49m2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。

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，結果的に生産動物としての能力を最大

限に発揮することと同じである。往々にして，飼育

管理者の都合がオーストリッチの安楽性を妨げる

傾向があり，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飼養管理の

真髄といえる。

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出来れば，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する。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す

る。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パッフル窓の

設置(パッフル窓図)を推薦する。換気は極寒の季節

を除いて常時必要である。

/
パ
ッ
フ
ル

〉
ヘ
パ
ッ
フ
ル

パッフル窓図

②飼槽…大きさは奥行き 40cm以上，高さ 40cm以

下，長さ 30cm/羽あたりで，掃除が簡単に出来る

素材と構造が良い。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る。
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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。噛に付いた飼料の残澄が

水槽内に入るので，水槽は毎日掃除を行う。オース

トリッチは本来砂漠の動物で，7}<:をあまり必要と

しない。尿の状態、を観察して余分な水を給与しない

ように注意する。

E 群の中のストレス

自然界では起こらない，狭い領域の中での群の生

活はオーストリッチのストレスとなる。また性成熟

が進むと，雄と雌の聞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，羽っつきや施設の

一部を頻繁につつく行動で確認出来る。また給餌は

不断給餌でいつも同じエサが食べられるように全

ての飼料を混合しである専用飼料を給与すること

が必要となる。専用飼料では飼料の選り食いが出来

ないので飼料が与えるストレスは少ない。

g.産卵舎

ブリーダー雌が安心して産卵することが出来る

場所を設ける。ペアやトリオの場合は産卵させるた

めの場所に特別の飼槽，水槽を設置しない。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ので，卵殻が汚れ，水分

などに汚染されないようにする。産卵舎は衛生的な

卵の確保には欠かせない施設で，床は砂が最善である。

詳細はxv.Iブリーダーの飼育施設」を参照する。

h. 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，理解し，経済活動に有利に働くように

誘導すべきである。したがって，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

飼料や水への汚染を防ぐため，産卵場所，休息場所

での糞尿排f世を減らす。結果として，衛生的な卵が

確保出来，オーストリッチに体の汚れを付けない。

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が出来る。詳細は

xv. Iブリーダーの飼育施設」を参照する。

1.栄養管理

飼料内容は休産期と産卵期に分けられ，雌ブリー

ダーの栄養について，維持に必要な栄養素と卵生産

に必要な栄養素に分けてタンパク質とエネノレギー

について考えると，タンパク質の産卵のための必要

量は維持必要量の約 2倍，産卵のためのエネノレギー

必要量は維持必要量の約半分，したがって維持と産

卵の両者を併せた雌ブリーダーの総タンパク質

必要量は，産卵期は休産期の約 3倍，エネルギーは

約1.5倍必要である。オーストリッチ自身の体に蓄

えられた栄養素に加えて摂取する栄養素量を基本

資材として，ホルモン生理現象で産むのが産卵であ

り，摂取する栄養素で不足する分は子孫保存のため

に自分の体を犠牲にするが如く体に蓄積貯蔵して

いる栄養素を用いて産卵する。産卵後期になると見

られる消耗したブリーダーの姿は，この貯蔵蓄積栄

養素が枯渇した状態に近いことを示している。これ

まで示されている産卵状態は低栄養条件下なので

低産卵数の状況であり，卵重が小さくて，卵黄に含

まれているビタミン・ミネラノレ量が少なく，健康な

ヒナに鮮化し，産業動物として成長するのが難しい

状況があった。栄養的には特にタンパク質とビタ

ミン・ミネラノレの不十分さが顕著で、あったと解釈し

ている。健康で5齢、初生ヒナは，体重が 1kgあり，

体重 800g以下の初生ヒナは一般に弱く，その後は

活力がなく，このようなヒナの飼育は非経済的であ

ることが知られている。日本のオーストリッチ産業

のレベルを上げて行くには，このヒナの体重が lつ

の指標になると思われる。2012年春の日本の 2農場

の実地調査で，初生ヒナ体重(平均値±標準偏差)は

821:t80.0g (n=30)および 949土 100.9 (n=50)で、あっ

た。前者ではヒナの体重で約 200g，卵の大きさで約

300g，後者では卵の大きさで約 150g理想、重量より

少ないというのが日本の農場ーの現実で、あった。また

ヒナの解化率並びに育成率を考えると，卵黄に含ま

れるビタミン・ミネラルの量が大きな影響があるの

で，飼料に含まれるビタミン・ミネラル量が非常に

重要である。卵黄には血液中の免疫抗体 IgYが濃縮

して貯えられており，母親が保有していた免疫抗体

IgYが発生するヒナの免疫抗体としてヒナに移行し

て，ヒナの健康保持に役立つている。
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ブリーダー休産期用飼料 ブリーダー休産期用飼

料には使用目的が 2つある。 12ヶ月齢を越えたが

24ヶ月齢前の青年期のオーストリッチ(更新用ブ

リーダー)の飼育用としてと，ブリーダー休産期の

産卵期で消耗した体の補給飼料としての目的である。

産卵終了時にブリーダーに産卵期で消耗した体の

補給飼料としてブリーダー休産期用飼料を給与し

始める。自由摂取で給与し始めると共に，同時にメス

のボディ・コンデ、イションによく注意して観察する

(オスは無視する)。ブリーダーがその休産期用飼料

をよく食べ，背骨の部分のボディ・コンディション

が周囲の筋肉組織と水平になるまで自由摂取させ

る。それが確認された後，飼料給与量は専用飼料で

はl日1羽あたり 2.1kg (自給コーンサイレージ飼料

では 3.39kg)に減らす。通常は産卵期が終了した直

後は，ブリーダーは休産期の最初の 30~45 日間は，

毎日かなりの飼料を食べるのに非常に熱心である。

これはストレスの多い産卵期を過ごした後の，自分

の体を回復させねばという自然のオーストリッチ

の本能的な行動である。荒れた状態の羽装は修復し

始め， 30~60 日以内に前のような状態に戻る (Holle，

2004) 78)。この期間中がボディ・コンディションを

変える良い機会である。背骨のボディ・コンディ

ションをよく観察することを続け，飼料給与量を

適切に変えるが， 1日 l羽あたり専用飼料では

2.1kg(自給コーンサイレージ飼料では 3.39kg)以下

にしたり，体の栄養素蓄積量が犠牲に使われるよう

にしてはいけない。産卵期が始まるまでには背骨の

周囲の肉が出来るだけ背骨と水平になるようなボ

ディ・コンディションにしておかねばならない。産

卵期が始まると，ボディ・コンデ、イションは産卵期

が終わるまでは調節して管理することが出来ない。

ブリーダーの休産期は，ブリーダーの栄養状態が正

しいレベルに成るようにボディ・コンディションを

正しいレベルに修正する絶好の機会であり，産卵期

に失われた栄養素蓄積最を戻す機会でもある。この

毎年ある絶好の機会を見逃さないで，正しいボ

デ、イ・コンディションにして，次の産期に良い影響

を及ぼすようにする。

ブリーダー産卵期用飼料: 産卵シーズンに入った

ら，あるいは，何か交尾行動が見られるようになっ

たらブリーダー飼料を給与し始める。もし休産期中

にボディ・コンディションを矯正するようにやって

いたならば， 1日l羽あたり専用飼料では 2.1kg(自

給コーンサイレージ飼料では 3.2kg)の給与が必要

である。通常はそれ以上食べたがらないが，いつか

はそれだけ食べるようチャレンジする。ブリーダー

飼料を繁殖期の最後まで給与し，そして維持飼料に

切り替え，休産期のボディ・コンデ、イション・プロ

グラムに再度果敢に始める。

j. オーストリッチと管理者のコミュニケ}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。具体的な作業で見ると，糞の除去，砂を柔ら

かくするための撹枠作業であるが，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

と捉え，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「巣づくろし、」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 r巣づくろ

し、」を周りの雄が許容するということは，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避け，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出

来る。詳細は VII.rオーストリッチ飼育に関する諸

問題，1.低産卵の原因と対応法， (4)気になる見え

る物と音， (5)気象関係， (6)何かにオーストリッチ

がおびえている」を参照されたい。

5.給餌(飼料)

Bensonら推奨の飼育プログラム 81)に従って 10IN

オーストリッチ専用飼料を作成し，そのブリーダー
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飼料の栄養成分表を表 78に示した。その特徴は，

他の家禽種産卵用に比較して，粗タンパク質および

粗繊維含量が非常に高いことである。

この飼育プログラムに従って作成したブリー

ダー産卵期用飼料を表 79に，自車合飼料のコーンサイ

レージを用いたブリーダー産卵期用飼料を表80に，

ブリーダー休産期用飼料を表81に，自給飼料のコー

ンサイレージを用いたブリーダー休産期用飼料を

表 82 に示した。飼料原料の選択にあたっては，

Benson and Holle (2001) 68)は，オーストリッチに対

する飼料原料の中で，“生産的な飼料原料"は，アル

フアルファ，トウモロコシ，大豆粕と数が少ないが，

これらがオーストリッチの生産に利用有効な飼料

としており，これら飼料原料を中心にして飼料成分

を構成した。魚粉を用いていないのと飼料原料の数

が少ないのが特徴である。この飼料原料選択の基準

表 78 ブリーダー飼料の栄養成分表

給与時期 粗蛋白質%粗脂肪 粗繊維 JOC105premix Ca P メチオニン
24ヶ月齢以上産卵期 21.0% 4.0% 11.0% 0.4% 2.0% 1.0% 0.444% 

12~24ヶ月齢 粗蛋白質%粗脂肪粗繊維 JOC106premix Ca P メチオニン

24ヶ月齢弘上休産塑 16.0% 3.5% 

表79 JOINブリーダー産卵期用飼料 2013版の組成

原料名 配合量(kg)

乾燥アノレフアルファ (CP15.0%) 40.0 

粉砕トウモロコシ 23.0 

大豆粕ミール (CP45.0%) 29.38 

炭カル 1.6 

第3リンカル 3.97 

大豆油 1.5 

メチオニン 0.15 

JOC 105プレミックス 0.4 

d口k 言十 100 

注1.粉末飼料

2 標準給与量 2.1kg/~~/ 日

表80 コーンサイレージを用いた
ブリーダー産卵期用飼料組成

原料名 現物配合量(kg)

コーンサイレージ 52.35 

アルファルファミーノレ 14.48 

粉砕トウモロコシ 5.85 

大豆粕ミール(CP45.0%) 22.33 

炭カル 0.985 

第2リンカル 2.57 

大豆油 1.20 

メチオニン 0.005 

JOC 105フ。レミックス 0.23 

合計 100 

注1.標準摂取量 3.2kg/羽/日

2.コーンの切断長は2cm以下

3.グリットを不断給与する

14.0% 0.4% 1.0% 0.5% 0.338% 

表81 JOINブリーダー休産期用飼料 2013版の組成

原料名 現物配合量。喝

アルフアルファミール 57.10 

粉砕トウモロコシ 26.90 

大豆粕ミーノレ (CP45.0%) 11.722 

炭カノレ 1.47 

第3リンカル 1.50 

大豆油 0.80 

メチオニン 0.108 

JOC 106フ。レミックス 0.40 

メ口ミ、 言十 100 

注1.粉末飼料

2.2.1kg/羽/日

表82 コーンサイレージを用いた
ブリーダー休産期用飼料組成

原料名 現物配合量(kg)

コーンサイレージ 58.40 

アルファルファミーノレ 19.14 

粉砕トウモロコシ 6.88 

大豆粕ミール (CP45.0%) 11.95 

炭カル 1.7 

第2リンカル 0.86 

大豆油 0.75 

メチオニン 0.07 

JOC 106プレミックス 0.25 

合計 100 

注1.標準摂取量 3.39kg/羽/日

2.コーンの切断長は2cm以下

3.グリットを不断給与する
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は全オーストリッチ専用飼料作成にあたって共通

しており，結果的には各成長段階による飼料の切り

替えが，飼料原料の違いがほとんどないので，ス

ムースに行えるようになっている。専用飼料の全て

の形態は図 35に示したように粉末飼料でオースト

リッチが選り食い出来ないようになっており，全必

要栄養素成分が均等に摂取出来るようになってい

る。選り食い出来ないのはオーストリッチに与えるス

トレスが少なくなる。このように粉末飼料にしたこ

とで，飼料の粉砕を目的とするグリットの給与は必

要がなくなっている。グリット給与に関してはグ

リット給与を行わないようになった近代養鶏と同

じ状況と考えて良い。産卵期ブリーダーへのカルシ

ウム源としてカキガラの別途給与は生産成績が

良くなく，全ての栄養成分を飼料の中に組み込むの

が良いことが分かつており，これも常に安定した連

続発酵を行うのに適した方法であると解釈出来る。

生産成績からは粉末飼料の方がベレットよりも 5%

良い成績であった。

自給飼料のコーンサイレージを用いた表 80および

表 82の飼料はコーンサイレージを 2cm以下に細断

して作成するようにしてあり，専用飼料と違ってグ

リットは従来と同様に給与する。標準飼料摂取量は

専用飼料では産卵期，休産期共に 2.1kg/日であるの

に対し，コーンサイレージを用いる自給飼料では専

用飼料に比べて水分含量が多いので標準飼料摂取

量は産卵期飼料 3.2kg/日，休産期飼料 3.39kg/日と

設計されている。雄ブリーダの飼料は専用飼料も自

給飼料も共に同じ飼料を食べるようになっている

(v. 1. ["ブリーダー飼料は雌雄同一でも良しリを

参照)。

【農業畜産情報】

濃厚飼料イアコーンサイレージ 低コストで生産拡大

飼料用トウモロコシの実と芯、皮を粉砕・発酵した濃厚飼料イアコーンサイレージの生産が、北海道で
広がってきた。生乳の生産性に問題はなく、現状の輸入圧扇トウモロコシ価格より安く生産することもで
きる。道内のコントラクター(農作業受託)会社が収穫時に必要な機械を購入したことで、導入しやすい
環境も整ってきた。北海道農業研究センターによると、今年の道内の生産面積は昨年に比べ 20ヘクタール
増えて約 120ヘクタールになりそうだ。
-北海道 2割増の 120ヘクタール
乳牛用の混合飼料 (TMR)を製造・供給する美瑛町のジェネシス美瑛は、輸入穀物価格の高騰をきっか

けに 2008年から生産を始めた。 50アールから年々面積を広げ、 12年は 51ヘクタールで生産。 9カ月分の
供給量を確保した。構成員 9戸以外にも 09年から販売を始め、 5月現在の供給先は 16戸に増えている。

12年産は 4月 10日から利用を始め、現在の飼料自給率は道内酪農家平均 (11年度)より約 20ポイント
高い、 65~68%を達成している。生産費は、可消化養分総量 (TDN) 1キロ当たり 45円 (12年産)。現在
は輸入圧扇トウモロコシを購入するより、同 10円以上安い。さらに「生乳生産にも問題はなしリ(浦敏男
代表) としづ。

農家が生産を始めやすい体制も整ってきた。コントラクター事業や農業機械の賃貸などを手掛ける共成
レンテム(帯広市)は 12年夏、「イアコーンは必ず普及する」と見込み、収穫に使うコンパイン専用ヘッ
ドを I台購入。自ら請け負うとともに、全国に貸し出せるようにした。この事業を活用し、道内の畑作農
家が小規模で、栽培試験をするなど、関心を持つ産地も出現。採算性が確保できれば、輪作体系に組み込め
る可能性がある。

-実だけ利用 豚は自給率 59%
飼料用トウモロコシの実だけを粉砕し、発酵させる、ンェルドコーンサイレージを豚の飼料にする試験も

帯広農業高校酪農科学科で始まっている。同校は昨年に北農研やホクレンなどと協力して 1ヘクターノレで
生産。ホーノレクロップより約 1カ月遅く、小麦のコンパインに専用ヘッドを付けて収穫し、破砕、発酵さ
せ、北農研の試算では 10アーノレ当たりの TDN収量は 671キロとなった。
これをナタネかすなどと配合し、パークシャ一種の豚の体重が 30 キロ超となってから与え、 105~110

キロまで肥育。飼料自給率は 59.5%を記録し、日本の飼料自給率 26%を大きく超えた。購入飼料だけを与
えた対照区と比べ「増体もやや良かったJ(同科の織井恒主任)という。ただ、経済性や肉質の向上などが
課題に挙がっている。
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