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オーストリ ッチ 銅育 学 (9)

奥村純市本

V オーストリッチ飼育学を

支える栄養学的基礎(続き)

19. 飼料給与量による生産成競と体の状態

Holle and Benson (2001)37)の飼料給与量に関する

研究経過を総合すると，冬が近くなると屠畜した

オーストリッチ体結Il万が非常に少ないという問題

が多くなる。 腹腔脂訪は通常 38mm佼あるのが普通

であるが，ある場合では，援腔脂防が O.5インチ

(12.7mm)と少ない状態という報告があった。ある

場合には非常に弱っており，ちょっとしたストレス

があると直ぐ死んだりすることがある。これらの原

因をそれぞれ言喜べてみると，飼育者の飼料給与最不

足， {I也の飼料成分を混ぜて適切銅料を希釈して給与

した，あるいは銘柄続料ではあるが栄養的に不適切

な飼料で、あった 37，83) などが主因で、あった。

どんな動物を飼育する時でも 24時間以上の絶食

は禁物で，動物は 24時間以内にはあるレベルの飼

料摂取が出来ることが保読されていなければなら

ない。栄養学で‘は動物の正常な毎日の摂取量から，

推契飼料給与最で栄養素摂取が確実に出来る給与

レベルの館料を計闘する。飼育者は飼料の適否判断

を，栄養素のパーセント含量，ビタミンの単位数に

より行う傾向があるが，重要なことは給与レベルで

1日あたりに摂取される実際の栄養素量である。世

界最高品質の飼料組成を得ても，それを十分量給与ー

しなければ，あるいはそれを他の飼料で希釈して給

与すれば，動物の結果に問題が出てくる。動物の結

果は非常に正直である。

タンパク質を例に取り指掠した|市題点を検討し

てみよう。表 37には，飼料摂取量が実際のタンパ

ク質摂取量に及ぼす影響を示した。表 37から分か

るように，飼料に含まれているタンパク質レベルが

異なるときに給与量を変えると，最終的には毎日の

実際のタンパク質摂取量は同じにすることが出来

る。タンパク質レベルが異なる飼料であるが， 454g 

*沼本オーストリッチ協議会会長

名古滋大学名手字教授(J叩ichiOkumura) 

タンパク質摂取のために 20%タンパク質飼料の毎

日2.25kgの給与と， 16%タンパク質飼料を 1日あ

たり 25%も多い 2.85kgの銅料を給与するのと，詞

じタンパク質摂取量となり，結果は全く閉じである。

このように栄養素含量だけでなく，給与量との掛け

算で栄養素摂取量が決まるので，栄養素含量と給与

とに注目しなければならない。

ここで標準館料 20%タンパク質飼料を用いて，

々と給与レベルを変えて考えてみる。表 38は

1臼あたりの給与量が違うと，毎日の実捺の総タン

パク質摂取量ーに大きな影饗があることを示して

いる。飼料には約 60穣類の栄養素が含まれている

ゆとを考えれば当然なことで，各栄養素摂取量も

館料摂取量に比例して摂取されている。オースト

リッチは l 日に食べる量は非常に少ないので，

ちょっとした給与量の多過ぎ，あるいは少な過ぎが，

成績に大きな影響がでる。銅料の給与量を測定する

ことは飼育者がしなければいけない必須の作業で

ある。

記号 37 タンパク質合室と給与量による
実i探のタンパク質摂取量

給与お: タンパク質 実際のタンパク
(kg) (%) (g) 

1.5 30 454 

2.25 20 454 

2.84 16 454 

4.5 10 454 

表 38 問ーのタンパク質含設の場合の給与埜
による実際のタンパク質摂取;監

一一
給与法 タンパク質 実際のタンパク

(kg) (%) (g) 

2.26 20 454 

1.03 20 417 

1.80 20 363 

1.60 20 318 

0369-5247/12/干500/1論文/JCOPY
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手LL:I二では半ボンド (227g)の飼料給与量の間違いは，

1 I:Jあたり摂取量の 1%に過ぎない。オーストリッチで、

227gの給与量を間違えると， 1 I:Jあたり摂取量の

10%に相当することになる。この間違いを間じ走魚

類のレア，エミュで行うと，レア，エミュの乾物の

包摂取量はオーストリッチよりはるかに少ないので，

10%よりはるかにもっと大きな数値になる。 1I:Jあ

たり摂取量 10%の縮小は，成長が態くなり，健康状

も良くなくなり，惑い体調になる。ある場合には，

飼育者が 1日1.58kg給与しているとしづ報告がある

が，これは 1β あたり給与抵の 30%カットに棺当し

ており，飼料が 1I:Jあたり 2.26kg給与ーに企画して

あるとすると， 1. 58kgの給与は飢織に相当する。

オーストリッチが健康的で良い状態にあるには，

一定の脂肪が付いていなければならないっ良い筋肉

の成長(肉生産)をするには，悪い天候やその他のス

トレスが多い時を切り抜けるため，一定の体路坊を

作らなければならない。オーストリッチが良い状態

であると羽般には輝きがあり，体はメLい体形の外観

になっており，背骨は突き出ておらず，腿の肉は良

く発達じている。背骨の突き出ている状況を，距

を置いてタト緩から見て判断することは出来ない。羽

毛が体を語っているので，それによりごまかされて

しまう。 指で、背骨を謙で、て触れるのがー若手良く，背

骨がその両側よりどれだけ高く突き出ているかを

推定する。背骨の測定位置は，背中の最も高い部位

での測定が良い 81)。もし背骨の両側より O.5インチ

(12.7mm)以上突き出ていたら，このオーストリッ

チ辻痩せすぎである O もし背骨の両側より体に埋

まっていれば，このオーストリッチはJlE過ぎである C

1歳オーストリッチを屠殺する時，背に少しの路肪

ており，特にこれが後に多くなり， Jl長吉1¥脂防

が 25-38mmの厚さが適切と考えられている。)J旨|坊

の色は臼かベージュ色が良い指iめであり，黄色で

あってはならない。肝臓と心織は適切な大きさをし

ていなければならない。心臓は少し脂防の裂いが

あって，堅くなければならない伊ionaand Benson， 

1998) 83)。もしオーストリッチがこのように見られ

れば，非常にストレスのある状況でも，それに耐え

ることが出来る。非常に、時，あるいはストレス

がある時には， 11日坊がエネルギーに容易に転換され

るからである。もし11旨防や筋肉が少ないとすると，

これは給与量が足らないか，餌;jSJを侭か{也の成分で、

薄めたか，風で餌料が飼槽より飛んで行ってしまっ

たか，あるいは不適切な銅料給与A でこのようになっ

ている。オーストリッチの飼料給与を真に推奨量給

与し，何も他の成分を追加して薄めていないことを

確かめる必要がある。もし推奨量を給与しているこ

とが間違いないと自信があり，オーストリッチがま

だ良くない状態であれば，給与量を上げなければな

らない。もしそれでも上手く行かなければ，今まで

よりも高い栄養レベルの嗣料錦柄に変えなければ

ならない。上記の表からも見られるように，非常に

少しのことで飼料給与量不足となる。

オーストリッチヒナがすくすくと育たない時に

見逃せないもう一つの要限がある。それはクロスト

リジウム簡にヒナが襲われた結果，賜が損傷を受け

た場合である。その場合ヒナは栄養素のlE確な正し

い吸収が出来なくなる。

給与量不足というのは飼料の栄養素レベルが足

りないことであり，毎おの摂取量を総栄養素要求量;

に屈くように上方修正することが必要である。この

ような場合は飼料に高レベルの栄養素を給勾ーする

ことで喪2用対効果が非常に良い。

もしオーストリッチが肥えすぎてたくさんの脂

肪が付いている持は，これは過食からきているか，

バランスが取られていない餓料からきているか，元

の飼料を希釈したか，あるいはもともと良くない飼

料組成である。もし脂|坊が黄色で，肝織が良くない

色をしていれば，その原屈は良くない銅料組成であ

ろう。この場合，筋肉成長も良くないであろう。脂

防が白色で，肝臓が良い色と大きさで筋肉の成長が

よいと，過食は多分過剰のJll'1防が問題である。

オーストリッチには正確に銅料を給与すると，他

の資産動物と問機に良い栄養に良く茂応する。上記

と給与量との許される差が非常に少な

いことを分かり易く解説した。何時もオーストリッ

チの状態をよく観察することが必要である。要求レ

ベルの栄養素が給与A されていることを研ωミめるの

が最高の生産成絞を上げる最高の方法である。

20銅料給与量……秤量の重要性，品質変動要国の

多様性，低量給与額向の危投性

銅;jSIの適否を見るには，館料に含まれる全ての栄

養素レベル(例えば，タンパク質，賭i丸センイ)を

見ることになるη 飼料の型合企l凶は，適切な体の維持
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と，卵生産，ヒナの僻化率，卵黄を通してのヒナへ

の栄養素の移行などを含む全ての生産を加えた仕事

を提供できる様に計画する。生産館料には一長い期間

の卵生産の後で，ブリー夕、、ーが失った体の蓄積栄養素

を補{賞することも含まれる。生産飼料は行われなけ

ればならない生産の性質に適合した計画でなければ

ならない。オーストリッチにとっては，ただ生きて

いるだけより逢かに多い量の栄養素が必要さである。

これらの生産飼料の指標罰襟を達成するには，各

栄養素の正しい摂取量を確実にすることが必要で

ある。それには決められた摂取量(通常は 1日1羽あ

たり)で飼科を給与し，実際に 1日あたりの目指し

た量をオーストリッチが摂取していることを確実

にして，実行できる。実際にオーストリッチが良い

ために必姿な栄養素を摂取して消化しなけ

れば，良い生蔑は行われない。この必婆とされる“栄

養素摂取量"と推奨の“給与量"が互いに密接に関

して傍Jき，それを館料の“企割"と呼んで、いる。

飼料には多くの栄養素を提供する各種館料成分

がある O よく間違える鎖向は，全てのアノレフアノレ

ブアは伺ーであると考えてしまうことであるの表 39

には 2穣類の質が異なるアルフアルファを示した。

表 39 飼料成分分析

銅料成分

アノレフアノレファ CP20% 

アノレブアノレブァ CP18% 

トウモロコシ
大豆粕 CP47% 

大豆半自 CP44% 

大豆粕も邑々な質がある餌料成分の一つである。

タンパク質含量が違うだけでなく，他の栄養素含量

う。これらの成分も全てが開じように館料内容

に貢献する。

40には単純化した数穏類の館料成分から出来

ている非常に単純な餓料組成を用いた。この飼料で，

総栄養素摂取量の計算と飼料給与量が良くない，

あるいは良くない館料成分を使っているときの

問題点を説明しよう。

40に示してある飼料総量を，“最適な"銅料と

見なしてしまっていることを説明しよう。この例に

対して，栄養学者が“企幽ーした"この飼料は 1日あ

たり 2.lkg給与するとオーストリッチが健康で適切な

生産を達成することが出来ると，われわれは仮定し

てしまう。ここではデモンストレーションのためだ

けであるが，適切な生産実現のためには他の栄養素も

全て用いられる。適切な生産と健康を保つには各種

のレベルと，飼料源および栄養素比率が必要である。

また飼料生産者はこれら館料を正しく配合し混合

することを委ねられている。栄養素摂取量の計算に

は，飼料中の配合率に日栄養素摂取量を乗じて求め

る。表 40より，例えばタンパク質ならば， 21. 06 (こ

の飼料のタンパク質合壁)に 2.1 (日摂取量)を乗じる

と， 113あたりのタンパク

費摂取最 0.45kgに等しく

なる。表 41では，間じ計

算を他の全ての栄養素に

イ
一
v
m
ν
川
%
%
%

A
J

一6
9

3

3

3

わ
ぷ
り
ム
つ
ム

Q
L
P
b
行

i

Ca P 

1.6% 0.29% 

1.4% 0.24% 

0.02% 0.28% 

0.27% 0.62% 

0.3% 0.35% 

タンパク質

20% 

18% 

8% 
46.5% 

44% 

表 40 餓料伊j

飼料成分 配合本タンパク笈 センイ Ca P 

アノレブアルファ CP20% 40.0 8.0% 10.40% 0.64% 0.12% 

トウモロコシ 29.5 2.36% 0.68% 0.01% 0.08% 

大E主将 CP47% 23.0 10.70% 1.22% 0.06% 0.14% 

ビタミンとミネラル 7.5 0 0 1.61% 0.68% 

続料総結局襟 100.0 21.06% 12.30% 2.02% 1.02% 

差是 41 毎日の総栄養素摂取最

Ku臼 タンパク質 (kg) センイ(kg) Ca (g) P (g) 

給与i釘日 2.1 0.45 0.24 40.53 21.0 

低盆給与 5% 2 0.43 0.23 39.0 20.0 

定最;給与一日% 1.75 0.39 0.20 34.0 18.0 

応汚してある。

100g少なく毎日給与す

ると，その量は多く思えな

いかも知れないが，実は

5%低;量;給与していること

になる。多くの餌脊担

は銅料の秤量に缶を用い

て行っている。 l度缶を用

いて秤量すると，その数伎

を{可時も使ってしまうこ

とになり，これが良くない。

ブリーダー競脊の時には

で測ることが多いがこ

れが問題である。飼料によ

り密度が変われば，このよ

うに缶で測るという容量
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表 42 飼料例 アルフアルファの質を溶とした影響

センイ Ca P 

アルファノレブァ CP18% 40.0 7.20% 11.60% 0.56% 0.10% 

トウモロコシ 29.5 2.36% 0.68% 0.01 % 0.08% 

大主主粕 CP47% 23.0 10.70% 1.22% 0.06% 0.14% 

ビタミン類・ミネラノレ類 7.5 。 。 1.61 % 0.68% 

調料の合計fiii[ 100.0 20.26% 13.50% 1.94% 1.00% 

飼料の包襟仮 100.0 21.06% 12.30% 2.02% 1.02% 

で計るのは，重量lIJlU定が目的であるので間違いを起

こす。餓料密度は館料袋停に異なる。 Bensonらの経

験 3i)では同じ銅料を缶で測るのは 17%迄の変異J揺

があるという。

飼料の低蚤給与開題は，飼料配合を正しく行わな

い特にも起こり，間違った飼料成分で大き

出てくる0

42を用いて，最初の飼料と記合レベルが同じ

時に， 20%のアルフアルファの代わりに 18%のアル

フアノレファを用いた時の影響についてみて見る。タン

パク質含量は約1%少ない。センイは1%以上増加し，

カルシウムはリンとカノレシウムの比も変えながら，

0.10%少なくなった。他の栄養素の全てのレベルも

比も陪じように明解に影響を受けている。このよう

なことから，各アルフアノレブアの袋を分析し，飼料

の栄養素比が良く均衡が保たれていなければなら

ないことを示した。何時も館料原料にはバラツキがあ

り，これらの要部をわれわれは統御できないので，

干の多くある変異を少なくする努力が必要で、ある。

21.餌料の給与国数

1日に何回飼料給与するか? ある飼料では 1日

3田，ある飼料では l臼2問，ある飼料では 1釘 l

回，ある飼料では週iこ1聞大量に大きなタイヤかド

ラムに入れて与え，あるいは労賃コストを節約する

ために地面に大量の銅料を 1週間おきに罷くと

う方法がある。これらの給与方法の考え方は，オー

ストリッチの最高の生産をさせるのを目的として

いるのかどうかで決まる (Holle，1997) 84)。オース

トリッチの最高の生産とは，最高の卵生産，最高の

最高の解化率，最高の成長と発達を意味し

ている O もしオーストリッチ銅育を生産のために

行っているのでなければ，銅料の給与方法や給与回

数は，オーストリッチが思いやり深く生活を維持す

る適当量の館料を給与されていれば，隠題ではない。

しかし，良い生産を図擦に餌育しているのであれば，

参照すべきガイドラインがある。

ほとんどの多くのオーストリッチは非常に社会

的な動物で，銅料給与が毎日決まったときに行われ

ていると，その時間を期待して待っている。給与問

数が多くなると，飼料は老rr鮮度がより良く保たれ，

飼料が露変化する飼料劣化の問題は少なくなる。飼料

が太陽にあたり，空気中の水分に暴露されると，ビ

タミンや他の栄養素が劣化し始める。数時間での劣

化は少ないが，数日の劣化は飼料のカ倣を抑え，生

産能力が有意に悪くなる。朝露やときどきの雨は，

餓料に水分要因を加えることになる。

ある人々は大きな飼料コンテナーでオースト

リッチを飼育し，そのコンテナーに週に 1I浅かそこ

らの給与を行っている。このコンテナーで銅料は，

気候や太陽からは守られている。この方法はそのよ

うな間的で飼料が企題されていれば，それはそれで

よい。この餓育方法でオーストリッチは，欲しいだ

け食べられる(自由摂取)ので，このことを背景に

飼料は企画されなければならない。自由摂取の飼料

籍に 1日l羽あたり 2.1kgの摂取量;に企闘されてい

ると，給与過剰で， うまく生産できないオースト

リッチとなる。

Holle (1997) 8.1)が一番うまく行くように出来た飼

料プログラムは成オーストリッチでは 1S 2田毎日

正確に閉じ時刻に銅料給与することである。そして

その給与量はオーストリッチの推奨給与量を正確

に 2屈に分割して与える。飼;槽は雨と太陽光が入ら

ないようにし，少なくとも毎日きれいに清掃する。

このようにすることがオーストリッチとの役会的

交流にちょうど良いようであり，銅料を最低の劣化

で良い状態に保つことになる。
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オーストリッチはニワトリと同じ家禽に属して

おり，同じように生産動物として卵や肉の生産を動

物の生理に'合わせて合潔的に行っている近代養鶏

技術部.86.8i)から学び，オーストリッチ飼育学に取り

入れるべき技術は多くある。

近代養鶏技術札制では，大きな体格(フレームサ

イズ)に育てるように奨励している。その玉虫出は，

飼料摂取量は体格により左右され，あるレベルの大

きさ以上ないと，卵生産を継続するに必要な量の銅

料が摂取出来ず，生産量が減少する。その体格はと

ナの成長前期に 90%は決まることが知られており，

ヒナ時代の成長パターンはその後の産卵期に入っ

ても続くことが知られている。それを明解に示して

いるのが鴎 248S測である。育成携の体重がその後の

産卵期にも影響し，育成期に体重の小さいクやループれ

210 

200 

190 

{本 180

140 

130 

は産卵期になってからも体重の小さいク守ルーフ。に

属し，育成期に体重の大きいグループはその後

卵期になってからも体重の大きいグループに属す

る。問題はこの成長曲線が交差することがないので

ある。要するにとナのときから錨食させて大きく育

て，体重の大きなグ、ループつに育てることがその後の

大きい体格にするのに必要である。産押期の飼養試

験で，大きな産卵鶏に低質館料 (CP 14%， ME 

2， 600kcal/kg) を自由摂取給与し，小さな産卵鶏に

良質飼料 (CP20%， ME 3，OOOkcal/kg) を自由摂

取給与すると，驚くことに低質の館料を給与された

大きな産手s鶏が，良質の飼料を給与された小さな産

卵鶏より，良い産卵成績回)を上げる。その原因は，

小さな産卵鶏は大きな産卵溺に比べて飼料摂取量

が少なく，体に蓄積している栄養素盆も少ないので，

産卵率を維持することが出来る栄養素量が不足し

ており，産期成践を良く保てない。この産卵鶏

の成長ノfターンから，オーストリッチ飼育学で

学ぶことは，ヒナのスターター飼料給与の時か

ら大きな体格に成長するよう飼料を飽食させて

飼育することである。

限 258.).8i)に産卵鶏の標準の産卵出i線と，産卵

のピーク後に産邦率が急落する現象安示した。

もしこの鶏群に終気の発生や断水，停電などの

農場管理の際題が無かったとすれば，これは度

卵鶏が小さすぎて産卵率を保つだけの飼料摂取

が出来ず，エネルギー不足から起きた産卵芸名の

急落する問題である。どのような動物でも

後のエネルギー出総を見て見ると，エネルギー

出納で|湾じような傾向がある。即ち，!:f二や潟ある

いは人でも，出産後の泌乳前期ではエネルギー

出納はマイナスであり，母親は自分の体を犠牲

にして(体にある蓄積栄養素を放出して)泌乳

量を維持している。したがってこの時の母親の

体重は減少しており，泌乳量を噌やすには飼料

摂取量を滑やすのが良い。七回鳥やニワトリの

ような泌乳動物で、ない産卵動物でもエネルギー

出納は|湾じ傾向があり，産卵前期はエネルギー

出納がマイナスであり，産卵ピーク後は母親の

体重は減少している。体重約1.5kgの白色レグ

ホーン系の産卵鶏で 100g位の体葉減少が見ら

れる。これら産卵成績は，大きな体格に育てて

あれば，飼料摂取量が多いので産卵ピーク後に

10 20 30 40 50 60 
週 齢

!惑 24 育成Wlの体震がその後のjl~ß~期の体重 lこも影響する
(Leeson and Summers， 1991)附)
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は全くそのこと

するから良いと安心して，それより

レベルの高い産界成績とそれを支え

る栄養状態を改善しようとしない。

表 43に銅料による鶏卵 (60g) に

含まれるビタミン，ミネラノレの変動

幅 86) を示した。近代養鶏では卵に

付加価績を付けるための一方法と

関 26栄養護さ不足による産卵塁手の低下(Leesonand Summers， 1991)88) して，卵に含まれるピタミン， ミネ

ラノレなどの栄養素を多くして，いわ

き受 43 続料による鶏卵 (60g)に含まれるビタミン、ミネラノレの変動編曲) ゆる付加価値卵，あるいは特殊卵と

して販売している。例としてヨード

卵，鉄ビタミン D補足卵，カロテン

補足卵，ビタミン E補足卵などかな

りの数がある。 Weber(2009) 90)は現

代の館料に含まれているビタミン

量よりも，吏に多い;量にすると，更

なる産卵の噌加が期待できること

報告している。

表 43は卵に含まれるビタミン・

ミネラル量の変動幅を示し，付加価

値卵作成のため高い値の方に主に

注呂していたが，視点を変えて変動

幅の低い値に注目すると，ちょうど

今尽のオーストリッチ銅育で手に

入る卵の領域を写しだしているよ

うに筆者には思える。親鳥が不十分なビタミン・ミ

ネラル含量の飼料で飼育されているので，そのビタ

ミン・ミネラル含量が低い那を産み，低い受精率で，

鮮卵器に入れても僻化するに必要なビタミン・ミネ

ラノレ最が不足しており低い解化率になり，僻化して

も卵黄に保有しているピタミン類が少ないので良

い成長が出来ない状況ではなし、かと推践している。

Holle (2001) 9[)は低ピタミン館料で飼育されている

雄オーストリッチの卵胞に含まれているビタミン

は体の代謝に必要量が不足しており，卵胞から引き

ビタミン 含有量 ミネラノレ 含有量

ビタミンA(I.U.) O.5~416 カノレシウム(mg) 32 

ビタミンD(I.U.) 5.0~880 ヲン (mg) 118 

ビタミンE(mg) 297~1400 マグ、ネシウム (mg) 30 

ビタミンK(mg) 44~300 ナトジウム (mg) 70 

チアミン(mg) 38~340 カリウム (mg) 76 

リボフラどン (mg) 76~300 主包素 (mg) 70 

ニコチン畿 (mg) 32~38 イオウ (mg) 98 

パントテン絞 (mg) 464~810 鉄 (mg) 1.0~5.0 

ビオチン(mg) 8.6~14.0 銅 (mg) O.05~O.33 

ヒやタミンB12(日19) 130~730 ヨウ潔 (mg) O.004~O.Ol 

葉酸 (mg) 4.2~4 .4 マンガン(mg) O.005~0.025 

ピリドキシン(mg) 130~150 盟主主合 (mg) O.7~ l.O 

コリン(mg) 238~300 

産卵芸界が急、滋することが無い産卵成績になる。この

産卵鶏の産卵ピーク後に起きる産部率低下現象を

参考に，オーストリッチ鰐育学ではヒナ時代から大

きな体格の成長をするように熊育するのが推奨さ

れる。

関 26紛に栄養素不足の釘l料を給与されている産

保鶏の典型的な産卵曲線を示した。ある穏鹿栄養素が

不足していても産卵は子孫保存の生命現象であり

このように蔑卵ネは低いが，産YsIまする。オースト

リッチの現場では，ちょうどこのような現象がよく

起きていると筆者は観察しているが，実i擦の銅脊有者 上げられていくとしている。
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