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オーストリッチ飼育学(1 0 ) 

奥村純子計戎

V オーストリッチ飼育学を

支える栄養学的基礎(続き)

23. ブリーダー鍋料は雌雄同一でも良い

これはよく問題になる課題である。飼育者の関心

は卵殻形成のために高レベルのカルシウムを給与

している雌ブリーダー飼料であるが，雄は卵を生産

しないのに同じ飼料を食べることで在住にとって高

カルシウム飼料となり，不好:疲あるいは他の問題を

}す可能性が考えられる (Oliveiraand Oliveira， 

2011) 93)。この可能性の説明には説得力があるので，

鵠育者は雄が高カルシウム症による不妊症になる

かも矢口れないと考え易く，証拠となる事実もなしに

この今えは広がっている。 日olle(2001) 9¥lはこの考え

の背後にある誌拠となる事実を発見しようと試み

たが，雄がおカルシウム症であるとの考えを支持す

る何の証地も見いだ、せなかった。その結果飼料が正

しく記合されていれば，隊用ブリーダー飼料をh~j，ブ

リーダーに給与しても， iEL5カルシウム餌料であると

非難されることは何もないと結論した。

雄ブリーダーにとってカルシウムが多すぎると

いう主たる根拠は，不妊症を起こす可能性があるこ

とである。この高カルシウムによる不妊症は{むの動

物種では起きているが，オーストリッチはこの他の

動物種には当てはまらない。何かが多すぎてそれを

雄ブリーダーに与えれば有毒になり，不妊肢になる

という事実はあるが，これはひどい飼料組成給与で

のみ起こるので、あり， {可も雄だけではなく織でも閉

じように起きる。カノレシウムが適切に利用されるた

めには，オーストリッチ体内でリン，マグネシウム，

よびビタミンが必要である。もしこれら

の元素が飼料仁判こバランス良く配置されていれば，

雄でも雄でもオーストリッチが必要とする代謝を

行い，糞と)え誌に羽n世する。
雄オーストリッチは多量のカノレシウムを必姿と

するが，このカルシウムを支持する栄養素も適切に

*13本オーストリッチ!潟ぷ会会長

名立技大仁子名干子教授(J出1ichiOkumura) 

あることが必要である。カルシウムは運動にも必主主で、

あるし，繁殖活動にも必要である。精液やホルモン

生産に他の栄養素と共に必要であるし，他の栄養素

とも良く均衡がとれていなければならない。の

オーストリッチに対してし功、にカルシウム

かは Holle(2001) 91lがアメリカで何年間も行った仕

事を参考にすると分かり易い。彼は群全体のオース

トリッチがひどいカルシウム欠乏の液状を示して

いる農場で，ほとんどのブリーダーは臨もま\!~も膝が

硬くなって膝関節硬直になっており，はチョーク

状のO[Jを産んでいるのを経験した。しばらくすると，

繁殖活動は何もなくなり，ブリーダーの何羽かはHK

り込み，もう立たなくなって事態が進んでし

のひどいカルシウム不足の興味ある点は，

にひどいカルシウム不足が見られることである。維

はいまだ周りを歩いて，チョーク状の卵

るが，ほとんどの雄は地顔に座り込み，立ち上がれ

なくなった。微量元素とどタミンの給与が酷いアン

バランスで，カルシウム源は少なく，これらの問題

を作る部料が給与されていたことが'j'IJlifJしたので，

これらの問題を直すと， 2週間以内に全部のオース

トリッチが工E常となったことを経験した。

上記の重要な経験から学んだことは， h~tオースト

リッチは雌太一ストリッチ同様に多くのカルシウ

ムを要求していることで、あり，勿論これには利用し

体内で代泌するのを支える多くの栄養素ーも雌と同

様に必要である。最も重要なことは織も雌もバラン

スの取れたブリーダー飼料を給与するということ

である c また休i定期には，体蓄積を補修するの

切なバランスの取れた維持飼料を給与するという

ことである。決して余分なカルシウムをブリー

に給与してはいけない。もしチョーク状の卵の開題

があるならば，給与している餌料かオーストリッチ

自身に向か悶崩がある。給与している飼料組成を

変え，それが適切であることを確かめて，問題解決

のために何かを補足することは止める。ブリーダー

飼育;場に余分なカルシウムを補給用に し、

0369-5247/ 121Y500/ 1 ;，;t;文/JCOPY
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余分なカキガラを給与することはしない。余分なア

ノレブアルファを給与することはしない。これらのど

れを行ってもカル、ンウムのバランスをこわし，他の

飼料成分との比を崩してしまうことになる。結論と

して，雄オーストリッチも臨オーストリッチもブ

リーダー館料組成が適切であれば同じブリーダー

餌料を給与することが出来る (Holle，2001)94)。

24. ピタミンの要求量

文献におけるオーストリッチのビタミン要求量

は Cilliersand Van Schlkwyk (1994) 95)が示したのが

最新であり，それを表牲に示した。この内容はそ

れまで約 150年間続いていた南アフリカの皮革採取

を中心とするオーストリッチ飼育法の集大成とい

うべき内容であった。しかしこの内容は Hol1eら

(2004) 13)により“この要求量はそ

の時には託明されていなかった。

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の

釘l料生産を行う栄養科学者の基

礎となった"と非難され，その後

文献上ではビタミン要求量につ

いての発表がない。

消化管内微生物について反鈎

動物とオーストリッチの違いは，

オーストリッチには繊維発酵を

する細麹は同定されている 17，18)

が，原生動物の存在は無く 19)これ

がタンパク貿栄養の機構につい

えていることは 26の

項で示すがF どタミン栄養につい

ても反物動物では消化管内微生

物によりコリンが体内合成する

が，オーストリッチは体内合成が

?尽く，銅料としてかなり

がある闘という反綿動物との違

いが顕著である。

文j欲的に存在するビタミン要

求丞;についての科学的記述は，

Holle and Benson (2001) 35. 37)が rl

βl羽あたりの総ビタミンA摂取

55，000IU(国際単位)で

ある。総どタミンひ摂取量は l日

ビ、タミン

ビタミンA

ビタミンD3

ビタミンE

ビ、タミンK3

ビタミンB1

ビ、タミンB2

ナイアシン

パントテン自主Ca

ヒやタミンB12

ビタミンB6

庖化コリン

茶話会

ビオチン

ビタミン

マグ、ネシウム

マンガン

立E鉛

銀司

ヨウ楽

コノ王ノレト

主~，

セレン

l羽あたり 15，0001Uである。総ビタミン ε摂取量

は l日 1羽あたり 4001じである。実際の摂取量は今

示した値よりはるかに多いが，この情報は極秘であ

るJ との記載以外は量的には不暁であり，彼らの

主張するビタミン要求量情報は会社組織で高業的

lこ妓売 36)されているのが現状である。

25. ミネラルの要求量

文i欲的なオーストリッチのミネラル要求量は，ビタ

ミン要求;監と同じように Cilliersand Van Schlkw)ik 

(1994) 95)が示したのが最新であり，それを表 45に示

した。この内容はそれまで約 150年間続いていた南ア

フリカの皮革採取を中心とするオーストリッチ飼育

法の集大成というべき内容で、あったが，この内容は

ビタミン要求量と同じように Holleら(2004)l:llにより

表44 オーストリッチのビタミン姿求泣
(Cilliers and Van Schlkwyk， 1994) 05) 

初日齢~5ヶJj 鈴 6ヶ月齢~}索活
単位

(/1000 

IU 12，000，000 9，000，000 15，000，000 

IU 3，000，000 2，000，000 2，500，000 

IU 40，000 10，000 30，000 

臣、， 3 2 3 

g 3 2 

g 8 5 8 

g 50 50 45 

g 14 8 18 

mg 100 10 100 

g 3 4 

g 500 150 500 

g 2 

mg 200 10 100 

表45 オーストリッチのミネラノレ主主主!と泣
(Cilliers and Van Schlkwyk， 199[1) 95) 

l手佼

g 50 40 

。。 120 80 120 

g 80 50 90 

g 15 15 15 

g 0.5 I i 

g 0.1 0.3 0.1 

と。つ 3.5 20 35 

g ヲ 0.3 0.15 0.3 
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‘この要求量はその持には証明されていなかった

のfliJ違った栄養素要求E;情報が，世界のオーストリッ

チ生産の飼料生産を行う栄養科学殺の基礎となった"

と非難され，その後の科学者のミネラル要求金につい

ての論文発表は無い。また Holleら自身によるミネラ

、ての論文発表は何もなく， Holle and 

Benson (2001)山7)が「成功農場は約 2%のカルシウム

と 1%のリンを含んだブ、リーダー飼料を用いている。

他の添加ミネラノレはカリウム，マグネシウム， TIli鉛

その他である。他の微量元来には，主|司，マンガン，

セレンがあり，低レベルの鉄と共に用いられており，

る。低級なカノレシウムや

リンにはi勾レベルの不活性な鉄が見られるので，

類での鉄の敏感性を防ぐためにも，高級なカルシウム

とりンを用いなければいけない Jとの記載以外，

ミネラル要求長は文献上で、は不明で、ある。彼らは主張

するミネラル愛姿牟求〕設の情報を会社i組:汎叫註出}織i法主で

いるのが現状でで、あるO

26 タンパク質代詩?とアミノ識の要求景

草食動物である反初動物のタンパク質栄養は，反

fzj同微生物で、ある制lIij!，i(バクテリア)が必須アミノ

肢を合成し，これら細菌を原生動物(ブロトゾア)が

おIì食して，涼~IミヨヲJ物自身が宿主反容-!)動物のタンパク

となる磯備があり，このように反初動物では必

須アミノ酸が体内で合成されている。しかしオース

トリッチは同じ草食動物で、あるが反容j官を持たず，

織，1:1k発酵をする*fI11誌の存在はfr:rJi:Eされている li，Jお)

が，原生動物の存在は無く 19) タンパク

備は反初動物と全く異なり，タンパク質栄養はニワ

トリなどの単開動物と|司じ機構と考えられ，オース

卜リッチのアミノ酸要求設は飼料から直接タンパ

ク質・アミノ較として供給されなければならない。

ニワトリと違う点は魚粉などの熱加工処理タンパ

ク質はオーストリッチでは出化率が良くないので

魚粉は好ましい飼料源ではなく，大豆半13IJ¥良いタン

パク質j原として府し、られている。三ミ 46に維持のた

めのアミノ酸要求台1:96)を示した。アミノ

アミノ酸ブロファイノレはニワトリ，ウシ，ブタなどと

異なりかなり特異i切であるが，飼育現場で制限アミノ

般になるのはりジン，メチオニン，スレオニンで、あるC

表 46 オーストリッチのアミノ般のii:li:t!y'契ょ!とほ
(Cilliersら， 1997)開}

(mg/kgo.7.iq't友き体主II1) 

アミノ酸 ;I，j主持要求fit- 誌fJ!J:rlt
トレオニン 57 60 

セリン 53 56 

アラニン 86 102 

パリン 65 72 

メチオニン 38 33 

フェニノレアラニン 68 7:1 

ヒスチジン 47 '15 

リジン 91 109 

イソロイシン 60 63 

チロシン 51 51 

アルギニン 96 118 

シスチン 21 19 

91 111 

維持のためのリジン，メチオニン十シスチン，イ

ソロイシン，スレオニンやパリンの要求泣は潟に上ヒ

ベオーストリッチで少なく，一方，ロイシン，プル

ギニン，ヒスチジンの要求:iii:はオーストリッチの)j

が多いと報告されている。オーストリッチのアミノ

般正味利用効率は 56.9~96. 8%で平均74.7%と

の効ヰ色とほlま、同今?である 97)。

27. エネルギーとタンパク

オーストリッチの維持のためのタンパク質主主求

込A と維持の τMEn姿求i止は付信者抜きの代，i!l1体'1¥

kgあたり 11::]にそれぞれし 049mg，101kcalである

と3;肘!?されている 11)。これらの値はし、ずれも苅と比

べて低いこれはオーストリッチがタンパク買やエ

ネルギーを効率良く利用出来る結来と考えられる

が，その理由はゆ1らかでない。

Bensonら推慢のオーストリッチプログラム 81)で

は，判lタンパク質推契ilどはスターター飼料 (O~訪

日齢)，グローワー飼料 (45 1=1 ~)者斎除)共に

20.0%，グローワー後期飼料(1801::]齢から 3651::] I治

まで)18. 0%，ブリーダー飼料 21.0%，維持飼料

16.0%としている。これらのタンパク質レベルは，

これまで日本でJIJIt、られていたタンパク質合法よ

りかなり高いレベルとなっている。
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28. 肉用オーストリッチの露蓮月齢について

南アブリカのオーストリッチ産業が 1993年に規

制緩和され，南アフリカから海外に出る前は，オー

ストリッチの!者体月齢は 12ヶ月齢であった。これ

は皮革産業のみではなく， ~~根滋業に対応するため

でもあった。当時肉質は論点とならず，体重 95kg

るのが良いと受け止められていた。 1993

年以降雨アフリカから海外に銅育が広がって以来，

!語体月齢J玄関ーの生体重に対して1O~12 ヶ月齢と

短くなっていった。筋肉を早く発達させるとオース

トリッチの健康も良くなり， I勾E差出最も多くなるわ

加工の分野で、費用対効果を高めるには，肉量;を多く

することが必要である。肉;皇;の少ないオーストリッ

チの加工貨は2倍の肉のあるオーストリッチの加工

賃と同じである。生産者および加工業者にとって最

も費用対効果の良い爆体月齢は9ヶ月齢であると思

われていた (Bensonand Holle， 200 j)削が，これも

栄養学の進展と共に今後より早くなっていくもの

と思われる。

29. ;f-ディ・コンディションによる栄養状態の判定

Bensonら推奨のボディ・コンディションの判定811

は，飼料が適切に給与され，その結果卵生産や肉生

産などの生産成樹が成功するかどうかを示す体型

のガイダンス指襟である。その基準は，オースト

リッチの背中の最も高いところの背骨'が潟りの

肉より突出していれば，痩せ過ぎであり，銅料の量

を上国やさなければならない。もし背中の最も高い部

位の背骨が周囲の肉より{尽く，ギザギザしていれば，

肥り過ぎで銅料の盆を減らすか，違った飼料組成に

しなければいけない。最適なボディ・コンディション

とは背中の最高伎の部位の背骨が周間の肉と全く

水平であることである。

30. Bensonら推奨の才一ストリッチ飼育プログラム

Bensonら 35.3i)がこれまでに数多く発表している

オーストリッチの生産動物としての実絵はl:!t界の

トップレベルで=あり，その Bensonら推奨のオース

トリッチ飼育プログラム 811を紹介しよう。

47にBensonらsll推奨の飼料給与フつログラムの

概姿と飼料推奨給与量を示した。給与期区分による

飼料名はスターター，グローワー，グローワー後期，

維持およびブリーダー銅料とされ，その給与問齢は

0~45 S鈴， 45 S齢から屠畜齢まで， 180日iめから

屠寄鈴まで，およびブジーダーの休政均iおよび繁殖

期である。

表48にはBensonら811推奨の平均飼料トンあたり

のブレミックスのレベルを示した。このプレミック

スにはビタミン・ミネラルのみではなく，補足アミ

ノ どの添加物や，カルシウム，リンなどの高レ

ベルのミネラノレも含まれており，…一般的に表現され

ているビタミン・ミネラルプレミックスとは内容が

炎 47 B巳nsontfH廷の飼料給与ブつログラムと般奨給与1Prs¥l 

表48 Benson推奨ブレミックスの平均飼料トンあたりのレベル 81)
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表 49 Benson推奨の飼料の栄養ぷレベル出)

栄養素
スクーター

mタンパク質一 20.0% 

犯月日月五 3.5% 

20.0% 

11.0% 

広範i差!になっている。一般的なビタミン・ミネラノレ

プレミックスに関しては， Benson and Holle (2001)的

は彼らの推焚レベルのビタミンおよびミネラルの

は飼料総成分の重金あたり 5~7. 5%の間で

あり，コストでは録料コストの 30~50%を占めると

示している。

表 49にはBensonらお1)推奨のブレミックスを用し、

た場合の銅料の栄養レベルを粗タンパク質，組指肪，

組繊維について示している。従来日本で用し、られて

きた栄養レベルよりタンパク質は高く，スターター

およびブリーダーのタンパク質レベルはそれぞれ

20%， 21%と高いのが特徴的である。

各飼料についての利用方法は次のようである。

スターター館料 oから 4513齢まで，あるいは i

R あたり 0.9kg を照取するまで 1~11j:1 摂取とし， 1 13 

に何!豆iも給与して飽食させるようにする。スター

ターは 11ヨ0.9kg以上与えないで、，摂取誌が 1IJ 

0.9kgの最高値に近づいてきたら，次のグローワー

がi料に切り替える。

グローウー餌料: スターター飼料の次は，グロー

ワー飼料を 1~11:8摂取で 1 1=1 1 ~~あたり 2. 1kg摂取す

るようになるまで給与する r そしてヒナの平均のボ

イ・コンディションをチェックする。背中の最も

!古川、部位の背骨は，背骨の!訪問にある筋肉と水平で、

あるのが王思想型である。もし周1mの筋肉組織よりも

背骨が突出していれば，痩せi品ぎであり，もっと摂

食f訟を増やさなければいけない。大きく育ったヒナ

でボディ・コンディションからもう少し多くエサな

給与した方が良いとの判所であるならば， 2.1kg以

上給与できるが， 2.1kg以下には決してしてはいけ

ない。グローワー飼料を層高時まで給与しても良い

し，あるいは 12ヶ月齢まで，あるいは経費節約の

ためタンパク賓の少し低いグローワー後期銅料に

6ヶ月齢で切り替えることも出来る。グローワー後

期飼料ではそれほど平く成長しないが，費用対効果

の点ではそれぞれの地域の経済・市場の状況によっ

て上手く使用することが出来るであろう。

18.0% 

11.1% 

21.0% 16.0% 

4.0% 3.5% 

グローワ…後期: グローワー後期飼料は，地域の

飼料事情によっては低コストで屠畜時期までグ

ローワー飼料を給与する代替館料である。 6ヶ月齢

以前にグローワー後期飼料を給与してはいけないc

グローワー後期飼料は低タンパク質飼料であり，通

自由摂取で給与できるが，ここではH寺々背骨の

ボディ・コンディションをチェックして，摂取設が

適切かどうか判断する。 7~8 ヶ月齢で 2. 7~3. 2kg 

の飼料を食べるのは適切なボディ・コンディション

を維持するためで、異常で、はない。

維持錨料: 維持飼料には目的が 2つある。ブリー

ダー休政均!の栄養補給飼料としての目的と， 12ヶ月

をil立えたが 24ヶ月齢前の更新用ブリーダー飼料とし

てのロ的である。産卵期終了時にブリーダーに維持飼

料を給与し始める。自由摂取で給与すると共に，

にメスのボディ・コンディションに良く

する(オスは無視する)。ブリーダーがその維持続料を

よく食べ，督官'の音1;分のボディ・コンディションが周

期の筋肉来日正哉とになるまで自由摂取させる。その

ボディ・コンディションが篠認されたら，飼料給与:Hl:

は 1臼 l羽あたり 2.lkgと減らす。通常は産卵期が終

7 したi直後は，ブリーダーは休産期の最初]の 30~45

日院は，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、必ごした後の，

a分の体をお}復させねばという自然本能的な行動で

ある。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。?年'骨のボディ・コンディションをよ

く観祭することを続け，飼料給与i立を適切Jに変えるが，

1 IJ 1羽あたり 2.lkg 以下にして，

栄養素不足の犠牲に使うことになるようにしてはい

けない。産卵期が始まるまでには背'骨の跨凶の肉が出

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・コンディションは産卵期が終わるまでは誠節

して管埋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

正しいレベルになるようにボディ・コンディションを
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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量を戻す機会で、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

イ・コンディションにして，次の滋Wlに良し

を及ぼすようにする。

ブリーダ一飼料: 産卵シース守ンに入ったら，ある

いは，何か交尾f行子動が見られるようになつたらi総i唯官

餓存料1./)カか冶らブブ、リーダー飼料に切り稼えて給与し始め

るごもし{水産期9:1にボディ・コンディション

するようにやっていたならば，1日1羽あたり 2.1kg

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にチャレンジする。

ブリーダー飼料を繁殖期の最後まで給与し，そして

維持飼料に切り稼え， 1水産期のボディ・コンディ

ション・プログラムを再度果敢に始めるc

ボディ・コンディションが最も重要: ボテマイ・コン

ディションを矯正するプログラムが最も重要な飼

養のプログラムである。 世界中のどこでも，どの農

場でも，それぞれのオーストリッチのサイズと

の栄養素要求に完全に適合するような飼料を開発

することは不可能である c と記の飼料配合は，平均

的なオーストリッチに対して，平均的な環境ストレ

スと気候条件に対しての生産成績に対応して作成

してあり，揚が所有している個々のオーストリッ

チに対して餌義プログラムを適切に適合させるの

は，摂取誌を適切なボディ・コンディションになる

まで調節することで行う。

大きな骨格と体絡の体耳1400ポンド(182kg)のメ

.A 

ことで調節する。

小さな骨格と体j各で件三重 300

とは違うが，

ィ・コンディションで

るエサの訟を変える

ブリーダーに対しての餌料給与を正しく行い，飼

料管理に注意を払わなければならない最も重要な

時期は，産JjJ1を停止した夜後の時期である。この時

はブリーダ一連自身が，ストレスの多い産卵期を解

放されて，民摂取i誌を上自力日して自分の体を@]謹しよ

うとする時期であり，飼育者にとってボディ・コン

ディションを正しくする持期でもある。上手く行え

ば，を停止してから約 30~訪日でボディ・コン

ィションは正しく矯JEされるので，そうなれば

その状態を維持するようにする。

成長中のオーストリッチに対しては， 5ヶ月齢の

H寺にボディ・コンディションをチェックし始める Q

オーストリッチが痩せ過ぎていれば，適切なボ

ディ・コンディションになるまで摂取量を上げる。

もし成長中のオーストリッチがJlEえ過ぎていれば，

適切なボディ・コンディション平均になるまで摂取

量を下げるが，その摂取量は決して推奨平均日摂取

量より少なくしてはいけないっ

飼料給与管理に関する注意事項:

1.各オーストリッチに対する毎日の飲水量を正し

くし，これは適切な飼料治北と飼料利用に必須であ

る。いつでもオーストリッチは自由に清潔で新鮮な

7J(が飲めるような状態でないといけない。冬期の温

度潔境では，飲水温を約 26
0

Cにしてやると，飲水量

を適切に維持して，成長も維持されることが分かつ

ている。;Jl~い気候環境でのヒナの成長を維持する重

要な要IEJである。

2 給与する飼料を正しい秤量機を用いて常;こJEし

く秤量すると， f手臼どんなことが起こっているか飼

育者ーは正雄に知ることが出来る。バケツなどを使っ

て容量で秤量するようなことは決して行わない。常

に五[誌で行う。バケツなどを使うと 1回 1@]違った

拾になってしまう。また毎阿どれだけ給与したかを

して記録しておくのも重要で、，これでどれだけ

給与したかを後で振り返ることが出来る。そのよう

に記録することで，色々と ことがある。ヒナで

は，大きな問題がある数臼前から摂取i設が減るので，

摂取量の記録は前もっての警告となる。

3. 飼料給与の回数は，全てのオーストリッチは

1日少なくとも 2閉館料給与する。早朝と午後の

中頃である。このことで館料を太蹴光線や天候要因

での損から護るだけではなく，オーストリッチが

適切なボディ・コンディションを維持できるように

館料摂取誌を閣やすように奨励することでもある。

飼料給与は決して日連くにやってはいけない。も

し太陽がすぐに沈んでしまうと，水は能化が進行ーす

るJl易内での鍵になる必要物であるがオーストリッ

チは夜7J(を飲まない。このことにより，腸内で水が

ないために，沼化と飼料利用が適切に進行しないc

*は重要な栄養素であり，飼料摂取の後，および各

銅料給与後の数時間後に，水を飲める状態でなけれ

ばならない。
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4. 新しい飼料を飼料箱に入れる前に，飼料箱が空

であることを確かめる。決して新しい飼料を，古い

飼料の上に震かない。もし古い飼料の上に新しい

飼料をのせておくと飼料摂取量が減り，適切な

ボディ・コンディションを維持するのに問題が起き

ることになる r 前日からの古い餌料は別の飼料箱に

入れて置いて，食べるかどうかをオーストリッチの

選択に任せるようにする。

5. 推奨されている館料だけをオーストリッチに給

与することが重姿である。完全飼料はjE場で粉砕・

混合することが出来るし，コマーシャルの飼料を給与ゐ

することが出来る。完全飼料のほかに，アルフアル

ファ，コーン，その他のビタミン・ミネラル混合物

などを給与してはいけない。もし完全飼料にそのよ

うな飼料を補足すると，正しいバランスがーされ

て，オーストリッチが必姿とする栄養素の飼料比が

崩れてしまう O

11~い気候や，懐古ii;な気候ストレスの場合，何一日の

完全飼料給与i止を増加させるが， fuiJiS!に何かを加え

てはいけない。飼料給与f誌を噌やすことで，

象などからくるストレスにオーストリッチは戦う

ことになる。この気象現象が正常に戻るまで，この

かl料給与法上自加を続けることは，適切な飼料管玉虫で

あるc この飼料管JIJlにより，ストレスの多い気象現

象のfl¥Jも適切なボテーィ・コンディションを維持する

ことを助けるだろう c
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