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オーストリッチ飼育学 (23)

奥村純市*

XIV. ブリーダーの飼育(繁殖前

から産卵期と休産期)(続き)

6.飲水

a.水の摂取源

飲水という言葉から，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。トウモロコシのような穀物でも 12%が水

分で，天日乾燥を 1日した牧草で 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。

専用飼料では一貫して通風乾燥した飼料原料が用

いられているので，飼料l日何グラム給与の表現は，

この通風乾燥重量である現物量で行われている。専

用ブリーダー飼料の 1日2.lkg給与という表現は，

通風乾燥重量で示されており，自給コーンサイレー

ジ飼料の 3.39kgは現物あたりの重量であり，乾物

で表現すれば共に 1日1.9kg給与となる。

b.水槽の設置場所

飲水時に周辺を濡らすので，採食に影響を与えな

い，水遊びをすることを考慮すると，水槽は休息、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羽あた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

にベアーやトリオなどの小グノレープ分けを行う

場合はなおさらである。

7.糞尿

尿は給与する粗飼料の水分含有率に大きく影響

を受け，専用飼料給与では飼料が風乾物飼料である

*日本オーストリッチ協議会会長

名古屋大学名誉教授(JunichiOkumura) 

のでこのような多尿問題は起こらない。

a.尿の l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見られるように

なる。排尿には排尿に必要なエネノレギーを用いてい

るので，環境が厳しい時などには排尿が強いストレ

スとなる。また産卵期においては，卵 l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ノレ

ギーの 40%にも達するので，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。これらを防ぐために排尿

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。

d. 1回に排出する糞の量

牧場で一番量の多い糞を基準とし，それより少な

い場合はどの個体が少ないのか注意が必要で，糞量

が少ないのは採食量が少ないことを示している。

e.糞の形状と固さ

粗飼料が十分給与されていれば，太くて円形状の

糞をする。 12ヶ月齢で l回の重量は 600g前後であ

る。固さはイヌの糞より少ししっとりとしている状

態が通常である。 l回の排出量が少なく，品目し、場合

は採食量が少ないことを示している。飼料が連続的

に十分な量が採食されていないので，腸管内に空聞

が出来て，排出量が少なくなってしまう。ヒツジの

ようなコロコロとした糞の場合は，穀類が多給され

ている場合と採食量が少ない場合，そして食滞に

なりかけている場合が想定される。

0369-5247/13/￥500/1論文/JCOPY
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ι糞尿の処理

4ヶ月齢以上のオーストリッチの糞は他の家畜と

異なり，リグニンとミネラノレ類が主体で，窒素はほ

とんど含まれていない。これはオーストリッチの高

い消化能力を示しているが，堆肥化する場合この糞

だけでは微生物の発酵基質がないため発酵しない。

米ぬかなどの添加が必要である。一方，直接畑に

散布する場合は，大量に散布しでも他の家畜の糞と

異なり，窒素過多などによる弊害は起こらない。

8. 衛生幽防疲

a.基本事項と感染症の侵入防止

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札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，ヒナ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，病原体に感染しでも発病しないことが多い

(不顕性感染)。しかし，感染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，首を下に垂らすことも

ある)，インフノレエンザ(ウイルス病;発症はまれ)， 

ボックス病(ウイルス病;体表の水痘形成)，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(掻痔，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を起こすこともある。

カンジダ症(カビ)にかかると，ビタミンB群吸収不

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。健康

で病気を持たない雌成オーストリッチが産卵した

卵を僻卵するが，このヒナが他に感染して僻化した

ヒナがいると，感染することがある。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，虚弱ヒナが鮮化することもあるの

で(介卵伝播)，注意が必要である。感染して僻化し

たヒナは病原体を排出するので，同群のヒナの聞に

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

原因で臨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，鮮化直前ま

で発育していたが僻化には至らなかった卵を「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。

9. 産卵(種卵としての取扱い，採卵方法など)

有精卵生産の目的は当然ながら，卵を解化して，

ヒナを得ることである。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(砂は無機物で構成され，細菌の

繁殖を妨げる。水はけが良し、)。

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する。
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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。

C. 卵の枕浄殺菌

① 45
0

C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
0

C以上の殺菌剤(アンテックピルコン S)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ペーパータオノレで、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の番号，産卵日，気質

(エアーセノレ)部分，卵重などを記録する。

③卵置きに気質が上になるよう卵を縦に置く。

④保存温度は 15
0

C以下で，出来るだけ温度変化を

与えない。

⑤保存期間は 7日以内とする。

⑥僻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。

10. 日常で発生する事故・病気

a.衰弱

X.育雛(4)の「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

X.育雛(4)の「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， ~~し、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。 X.育雛(4)

の「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聞の闘争で

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

用意出来る場合は，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ベ

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な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。 X.育雛(4)

の「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。 X.育雛(4)の「日常で発生する事故・病気」

の項 eを参照。

XV. ブリーダーの飼育施設

ブリーダーの飼育施設環境をどのように作るの

が最適かについて考えてみよう。飼育施設の設置場

所は，パドックに十分な水勾配が付けられ，水はけ

が良し、(水溜りが出来なし、)ことが必要で，畜舎は

勾配の上手に設置するのが基本である。

オーストリッチは警戒心に富むと共に，色々な

ことに興味を示す社会性に富んだ動物で，新しい
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パ ドックに入れると，まずパ ドックの中央に立ち，

周囲をよく見渡し，その後は主に周囲をぐるぐる歩

行してパドック内を点検する行動が見られ，彼らに

とって一番安全であり，安心出来る快適なところで

夜は休むようになる。このような行動からパドック

の形は走行距離が長くなる長方形が望ましく，休む

ところは水はけを良くして，砂などを入れてオース

トリッチにとって快適にするが，ブリーダーの場合

はこの快適と思われるところを巣作り場所にする

のが良い。その場合，産卵した卵を，飼育者が安全

に採取出来るように，全体の配置をするのが飼育

施設構成の基本視点である。

オーストリッチの飼育施設が関連する大きな死

亡原因は，床面が水(あるいは氷)で濡れており滑っ

たために起こる事故，狭いところから首を出したの

は良いが驚いたりして慌てて首を抜こうとする時

首つり状態になって死亡する事故，慌てて走った際

に脚を蹟いて起こる事故，柱に止めであるボルトで

皮膚をひっかき大けがになる事故など，色々な事故

による死亡原因が病気による原因よりも多い。これ

ら事故のほとんどは，飼育者が飼育管理方法に注意

すれば防げるものであるので，事故が起きないよう

な畜舎設計が必要で、ある。オーストリッチは優れた

視力と聴力で危険から身を守っており，未知の物体

や物音が危険でないと認識するまでは，走って逃げ

る性質を持っており，その走って逃げられる距離の

長さ最低 30mがパドックには必要で，このような

性質に適応した畜舎設計を設計した。

上記の点を取り入れて図 42に繁殖用基本パドッ

クの平面図 208) 図43に繁殖用基本パドックの側面

図 208)を示した。この繁殖用基本ノ号 ドック作成に当

たって注意した点は，組み合わせばベアーもしくは

トリオを前提とし，各扉の開聞は柵外からロープな

どで開閉出来るようにし，柵や扉は様々な出来事に

対応，対処出来るよう地表面から 50cm高くし，給水

桶の位置は餌槽から離して作業や水道設備の都合

で変更出来るようにし，マンパスとは人は通れるが，

オーストリッチは通れない幅の管理者用出入り口

(隣接のパドック)
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図42 繁殖用基本パドックの平面図 208)
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図43 繁殖用基本パドックの側面図 208)
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であり，このマンパスを設けて，あらゆる細かい部

分でオーストリッチが体を傷つけるような，出っ張

りや突起がないように(図 52参照)，パドックとパ

ドックの聞の通路は日常的に観察のために利用す

るようにした。予備ノfドックの設置は，パドック聞

のトラブノレ・争いが出来ないようにするためと， こ

の場所にブリ ーダーのパートナー選びをする場合

に雄ブリ ーダー候補を置き，どの雌ブリ ーダ一候補

と相性が良し、かを選考する場所に用いるように

した。

『ーーーーーー園田「守「屋根部分
rO 

飼 N
柑i

2開閉扉

T:飼l糟
6~三 1 例
8m I① 

合、
〆

屋外
ノ号ドvク

トー3壬4m→ |

図44 繁殖用基本パドックの給餌舎の平面図 2回)

|←一一 3壬自4m 一→ J 十

了一粉山…トげ山寸フ乃エ

| 一
川11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1! 干一 ' 
i川11111111111111Hllし.6~孟~ I 

2.5m 

L 
O.5mミ(O.3mT子ましし、)

図45 給餌舎の側面図捌)

飼料槽は直射日光が当たらず，雨が入らないよう

に設計した。直射日光は飼料の酸化を促進し，ある

レベノレ以上酸化した劣化飼料はオーストリッチの

鋭敏な色覚，嘆覚により分別されて，日番好性が落ち

て食べない。また雨に当たった飼料は水分含量が増

加してl者好性が落ち，飼料摂取量が低下する。飼料

槽の大きさは飼料給与の際に同時に皆が一緒に食

べられるスペースのある設計が必要である。皆が一

緒に食べられないと群内の繁殖成績の不均一性が

増すことになる。水飲みと飼槽とは離した。飼槽は

出来ればパドックの外側に設置するが，その理由は

オーストリ ッチが飼槽とぶつかったりする事故が

減らせる ことと，管理者がエサの補充や飼槽の掃除

などが行し、やすし、からである。飼槽下の床面は側面

より 2m位は地下に砂利を敷いて排水をよくしてお

くのが良い。以上のような点を踏まえて，図 44に

繁殖用基本パドックの給餌舎の平面図 208) 図 45に

給餌舎の側面図 208)を示した。開閉扉はオースト

リッチをパ ドック倶.IJもしくは給餌舎側に閉じ込め，

糞掃除，砂の搬入また各個体の管理などに利用出来

るようにし，太陽の直射日光が飼槽に当た らないよ

うな方角や屋根の軒の作り方は現場ごとに工夫

出来るようにしてある。

図 46と図 47には飼槽の正面図 208)の例を 2種類

示した。飼槽の内面は汚れが付きにくく，掃除がしや

すい素材を選択し，反転することが出来る飼槽にし

てあるので，給餌や掃除が容易に行うことが出来る。

トリオ飼育の場合の産卵舎の平面図を図 48に，

側面図を図的に，正面図を図 50に示した。産卵舎

は基本的には全体に砂を敷き，営巣はオーストリッ

チの好みに合わせることが出来るようにしてある。

軒

. -. 
句

40cロ1

マンパス=幅35cm 、内寸幅25cm

トー 2.5m一→
図46 飼槽の正面図例 1208)



730 畜産の研究第 67巻第7号 (201 3年)

軒

給餌作業
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採食時

|い-2.5ー→|
図47 飼槽の正面図例 2208)
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図48 産卵舎(トリオ)の平面図 2附
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図51 ネットフェンスの設置方法制)
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図49 産卵舎(トリオ)の側面図 208)

屋根部分

〆

図50 産卵舎(トリオ)の正面図 208)

図52 フェンスのマンパス(人の通路)208) 

ネットフェンスの設置方法 208)は図 51に示し，

フェンスのマンパス(人の通路)208)は図 52に示した。

繁殖施設の運用には，各ノ号ドック聞のオースト

リッチの移動，外部からのオーストリッチの搬入，

オーストリッチの捕獲さらに除糞や砂の追加など

を想定している。これらについては図 53208)および

図 542附に示した。注意した点は，扉はロープなどで
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図 53 オーストリッチの移動 2曲)

オーストリッチの移動(搬入・搬出)1 

図 54 オーストリ ッチの移動 2附

(搬入・搬出)2

731 

フェンスの外側(オーストリッチの居ない場所)か

ら開閉出来るように設置し，相性の合わない雄，雌

については，パドック聞の移動で新しい組み合わせ

を作れるよう配慮し，産卵舎は清潔を保ち，雨など

で湿らないように維持管理を容易に行えるように，

オーストリッチをパドック側に移動してトラ ク

ターなどで直線的に移動しながら作業が出来る

設計にした。

【新製品紹介】

子牛用アミノ酸混合飼料「アミノプラス.KJ (A飼料)

あすか製薬株式会社アニマルヘノレス事業本部(東京都新宿区)は，アミノ酸混合飼料製品のラインナッフ。である
“アミノプラス"シリーズの新製品として，子牛用アミノ酸混合飼料「アミノプラス.Kj (A飼料)を新発売し
ました。

「アミノプラス・ Kjは，新生子牛の血液中遊離アミノ酸の動態を調査し，成長遅延子牛で不足しがちなアミ
ノ酸をバランス良く配合した混合飼料で，出生もしくは離乳から 30日間程度代用乳に混合して給与することで，
<成長改善，健康維持>などが期待できます(ルーメン形成まで給与可能)。

“アミノ酸"は筋肉や臓器を構成するタンパク質を構成する重要な栄養素で、あるほか，免疫細胞やホルモン等
の生理活性物質の材料にもなっており，アミノ酸が不足するとタンパク質の合成が制限され成長が遅延するだ、け
でなく，免疫力の低下により健康が維持できない可能性もあ り，成長期の子牛にこれらの不足するアミノ酸を補
給には大きな意義があります。

製品は人工哨乳(ロボット)などでも使用できるように製剤設計されており，大規模生産者でも使いやすい微粉
末タイプとなっています。

黒毛和種肥育牛はもちろん，Fl肥育牛やホルスタイン肥育牛，また，搾乳育成牛など，全ての新生子牛に給与
する事ができます。

記
製品名:牛用混合飼料「アミノプラス'Kj(A飼料)
包装形態 :500gチャック付アルミ袋入X4袋 (2kg)/箱(計量スプーン付)
発売日 :平成 25年 4月 l日

製造元 日産合成工業株式会社
問合せ先 あすか製薬株式会社アニマノレヘルス事業本部

電話 :03-5909-0450 
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