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才一ストリッ チ飼育学(1 3) 

奥村 純市*

VII.オーストリッチ飼育に

関す る諸問題

9. 低産卵の原題と対応法

低産卵になる考えられる要隠は，次のようにまと

められる (Holle，2004) i針。

(1)不均衡な錦料または欠乏飼料

ブリーダーが非常に少ない~gß状況を示すこと

がある。これらのブリーダーをお中観察してみると，

多くの時間経っており，非常に不活発である。もし

館料に何かの栄養素が不足していると，ぼんやりと

しており，不活発で，欠乏の酷さが夜接その症状の

酷さと関係している。

栄養素不足のその他の症状としては雌もa;itも

殖期に入るのが年の遅くで，しかも繁殖期を終了す

るのが年の早くで終わってしまい，繁殖期間中産卵

をと止めたり，始めたりが時々起きることがある。

不均衡な館料あるいは不完全な銅料を給与されて

いるブリーダーは，非常に性成熟になるのが遅い (2

年ではなくて 3~4 年) ，泰に繁9ii定期に入るのではな

くて年の中頃に繁殖期に入る，秋連くに繁殖期を終

わるのではなくそれより早く繁殖期を終わる，ある

いは泰阜く繁殖期に入り夏の途中に繁殖期を終

わってしまう，などのいくつかの症状を示している。

不i盛田な館料を食べているブリーダーは何時も

非生産性の縁に立っているのであり，産卵を止める

何か良い理由はなし、かと捜している状態である。

カルシウム， リンおよび微量元議の酷し、不足は，

重要な関節の未成熟老化の原因となる。特に雄;玄関

節炎の症状を示し，持として以外は拘の繁殖行動も

示さない。ピタミン D(カルシウムやりンの拐体)の

欠乏は，このような症状安示す原図となる。

ブリーダ一群が全て繁殖状態でなくて，ほとんどの

時間座っているのを見た経験を Holle(2004) i8)は報告

している。 維は未受精卵を産み，オーストリッチは

徐々に体重を減らし，時間が経つとみすぼらしく
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なっていく O もし早く見つけて全ての栄養素が充分

に入ってよく均衡のとれている銅料に切り養える

ことが出来れば，通常はこの調態を解決することが

出来る。しかし長くぼっておくと，オーストリッチ

の正常な代謝に永久的な損害を及ぼすことになる。

(2)飼管場の中，または近くに，多くの雄がいる

もしブリーダーの餅育場の中に多くの雄がいる

と，何時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

期ではなくなり，繁殖を止めてしまう。このことに

より繁摘はこの君臨している雄(単数または複数)

とそれに筒劉安見て貰っている峨達だけの間のこ

とになってしまい，それ以外の離には不活発な繁殖

行動で米受精卵と少ない産卵になる。

もし近くにいる雄達がお互いに絶えず悶らせて

いると，餌育場内での自分のことをしないで¥この

活動にのみ専念することになってしまう。フェンス

を越えての攻撃も，精神を生き生きとさせるにはよ

いが，ある雄はそれを受け継ぎ，自分自身の仕事を

するよりは，となりのフェンスからの雌逮への攻撃

により悩むようになる。隣のフェンスの雄から

に心配で心に傷ついた雄は飼料を食べるのを忘れ，

食べたとしても一口か二口のみで，フェンス内を

返ったり，ぶつかったりする雄もいる。長期間この

ようにすると，雄は最終的には栄養的に不足状態と

なり，繁殖もおろそかで，来受精や低産卵の問題に

発展する。

(3)オーストリッチ簡に雌雄の“紳"が無い

最高の受精率で最高の産卵をしている維は，t1tと

の間にある種の“紳"の関係が出来ている，この粋

の日常的習慣(儀式)は長い期間で発展する。ある雄

と雌は決して“幹"を築くようなことはしないで、，

単純にお互いが好きでない。もし維が雄を怖がって

いれば，この離にとって“料"を作ることは難しい。

もし雄が何時も維を追い払ったり，雌を競ってフェン

スに飛ばしたりすれば，この維は高度那のrt官官にはな

りそうもない。

0369-5247/12!Y500/1論文/JCOPY
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雄にとって離を追い，繁殖期は飼育;場の中を維と

り回るのは正常で、あり，これは結婚儀式の一部と

られている。しかし良い雄ブリーダーはこれを

権戒と愛情を持って行っている。この良い雄ブリー

ダーはまた多くの静かな時間を使って雌の商部を

見て，卵を蔑むことになる予測される巣の位置の腐

りを羽ばたきしたり，ついばんだりの行動を雌と一

絡に行う。これら仔動は全て維の雄に対する信殺を

得るのに必要で、あり，この離に遺伝的能力があれば

通常は高産卵の結果となる。

非繁殖期に離と雄を離して餌育することについて，

春になってから雄そ維と一緒にすると雄は繁飛に

対して非常に攻撃的になる。非繁3後期に繁殖関連ホノレ

モンが低いレベルにある時に別居で全く何の H~f-F"

関係を作らないでおいて，繁殖期に入って念、に雌雄

を一絡にするのでは，その姪い期間で急に“枠"を

作り繁殖にまで、持っていくのは非常に難しい。

被期に4ií~ と雌を一緒に餌育して適切な銅料を給与

しておくと，繁殖期になれば雄は充分な体勢を持っ

て繁殖j切に入札錐雄間の“紳"も充分で，雄は高

産那と高受精主主三を達成するのに充分に活躍する。

あらゆる活動がある全ての交患の犠式を通じて，

ブリーダー逮は毎日の多くの時間をこれら交尾の

儀式に使っている。伴侶隠の強い“粋"はほとんど

良中の持聞をこの儀式合延ばすのに使っている。伴

侶間の強い“粋"は， 1日中にあらゆる種類の“オー

ストリッチ潤の会話"が含まれている。強い“終"

のある雄ブリーダーは，雌ブリーダーが何時頃卵を

産むかを知っており，雌ブリーダーと何処で産みたい

のかなどを話している。まi主ブリーダーは時として雌

ブリーダーの隣に座り，実諜に維がJjsを蔑んでいる

のを助けたり，卵が出てくる時には維の日工門の周り

をI鍔で、なぞったりなどする。これらの兆候は，高い

受精率を持った高度卵性のよい指標である。

大きなコロニー集屈では，伴侶間で“i傘"を確か

めようとする試みは時々中新させられ，最終的には

実際に行動に移すことが出来ない。他のオースト

リッチが傍にいる時は，伴侶間の強い“枠"は闘争，

やきもちあるいはその他の社会的要因で妨容され

る。大きなコロニー集団では，数羽の雌が最高の産

卵をしており，残りの雌は繁殖期に高い米受精卵率

の 20~25 劉だけの卵を産むという低い産卵が，よ

くある陪題である。伴侶間に適切な“緋"がないと

このようなまずい生産仔動になる。大きなコロニー

集屈では，高産卵の雌はある磁の“枠"を持っており

(しかしそれは最高レベルではなし、)，そして残りの

雌は“枠"は全然出来ておらず，全く混乱している。

(4)気になる見える物と音

少ない産卵や米受精卵が多いのは，馴染みのない

気がかりなものおよび馴染みのない音が際こえた

りすることで，オーストリッチが脅威に感じる結果

である。これらには距離があるがアドバルーンとか

鯉のぼりなどオーストリッチが見えるものや近く

の音なども，オーストリッチの脅威になる。

長期間奇妙な行動にi貫れているオーストリッチ

がし、るが，もしE是非期の中墳になってこれを干渉す

ることがあると，正常な繁殖行動のパターンに変化

するきっかけになることがある。

知られている気がかりなものは，熱気球が頭上を

または繰のガレージから隣の家へ，あるいは丘の上へ

大きなどルが建ったり，ブェンスの|鈴で去を家が穀物を

収穫したり，飛行機やヘリコプターが頭上で火きな?去

を出して飛んだ、りなどが知られている。このように

“正常で、なしゾ'とオーストリッチが疑い，銅育場内で

の“安全"の信用がなくなると，繁嫡が不活発になり，

低産卵と米受精卵が増え，時として産卵は完全に中止

してしまう G

(5)気象関係

荒れ模様の天気が長く続くと，産卵が難しい局商と

なる。ブリーダーはこの点に関して本能的感覚を持っ

ており，悪い天気の仁村で産まれてくる卵から鮮化する

卵の機会を知っているのではなし、かと思われている。

酷い暴風雨は，その後で太陽が照らす天気となれば，

洪水あるいはその他の副作用がなければ問題ではない。

fむの天気婆因には，震を伴う暴風雨，ヒョウをイギ

う暴風i礼近所を通る竜巻や風がある。オースト

リッチは長期間の強い嵐を好まない。訪風の施設が

あれば状況を助けることが出来る。

(6)何かにオーストリッチがおびえている

館脊場の淘りにオーストリッチを脅かす何かが

存在する状況があると，産卵は長詩的に少なくなる。

オーストリッチは非常に速く変化を知り，夜感で非常

にそれを恐れる O

飼育場の周りの改良あるいは新しく建てたものに

注意する。新しい板一枚，あるいは針金一本ですら

オーストリッチは注意している。
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タヌキまたはキツネ，あるいや野良猫や野良犬な

ど、の野生動物も夜i習はオーストリッチを脅かすこ

とになる。オーストリッチが億劫がっている態度・

活動のどんな兆候をもよく注意する事が必姿である。

このような怖がらせる環境条件の中で最高のも

のでも，オーストリッチは最後には慣れ，脅すもの

ではないとJi認識すると，結果として元の正常状

るc しかしその間は生産のすごい減少となる。

(7)遺伝

遺伝が低い産卵成績の原国とよく非難される。

“良くない遺告“という結論に入る前に，これまで

(6)迄に述べてきた兆候でないことを{確かめること

が必要である。

環境と栄養をどんなに良くしても，またどんなに

良く銅育管理しても，繁破期あたりの産卵数が 10~

20倒を越えない雄がいることがある。これらの離は

ブリーダ一群から出来るだけ速く淘汰すべきある。

10.ブリーダーのタンパク質およびエネルギー要求蚤

14ヶ月齢以降の雌オーストリッチの体重増加は

比較的少なく， 24ヶ月齢で到達する性成熟までは栄

養素要求翠;はほぼ閉じであると考えられる。初卵が

形成されるまでに必要量;が増加する栄養素のミネ

ラル(主にカルシウムとりン)，アミノ畿，ピタミン，

エネルギーが準備されなければならない。ニワトリ

での罪組形成期間は 7~8 民間であるが，オースト

リッチでは 16日であると推定されており，この日

計算すると，オーストリッチが初卵を

18お前に卵形成に必要な栄養素を含有してい

るブリーダー餌料を給与し始めなければならない。

性成熟した雌オーストリッチの生殖器を鰻側部

から見た写真を図 28に示した (Deeming，1999) 112)。

写真の中で記されているアルファベット記号ーは， F: 

卵胞， M:卵管膨大部， U:二子宮(卵殻腺)， V:綾部，

R:夜腸を示している。卵胞はヒナのうちは小さく

約四mmで青白いが，性成熟に達した雌が繁殖期に

なると，国 28 に示されるように卵胞が 12~16 倒見

られ，その卵胞の直径は 1~8cm である。この卵胞

の成長に見合う栄養をどのように給与するかが産

卵販の栄養の基本である。

産卵のために必姿な栄養素は S字状に増加し，

初邦が産まれる前 8 日に最高に達する。この時点

からは産保に必要な栄養素要求量は高原状態となり，

阪 28 段成主主縦オーストリッチの生殖擦を
腹叙1]音Eからえた写真 (D巴巴ming，1999) 112) 

初卵に蓄積される栄養素の;墜に依存している。オー

ストリッチは 1日おきに午後産卵するので日に

卵半分に含まれる栄養素が必要となる。

Du Preez (1991) 40)は表 53tこ産部用飼料に必要と

なるタンパク費およびアミノ酸要求量を，表 54に

はエネルギー要求量について，体重が 100，105， 

1l0kgの雌オーストリッチの{本意維持に必要な量と

し2，1. 4， 1. 6kgの卵生産に必姿な翠;に分けて計算

して示した。産卵に際してタンパク貿必要量は維持の

必姿量の約 2倍も多く必要である(表 53)のに対し，

エネルギー必要最は維持の必姿蚤の 40~50%程度

である(表 54)ことが半Ijる。

11.季節性繁確か，日和毘性繁撞か…長a性繁殖で

ある

オーストリッチは季節性繁殖かお和見性繁殖か

の論議がある。日和見性繁殖の根塊は， ifA!1sの開始

およびそのピークは，雨とそれに伴う飼料掘のi曽加

と一致(Sauer，1972) 129)しており， Leuthold (1977)130) 

は産卵期間と降雨とは関係なく，十分な飼料棟、が長

期間あることが必要と述べている。

季節性繁殖であることの証拠は，イスラエノレでは

年中産押すると報告(Degan ら， 1994)制しているの

に対し，南半球では 3，4だから 9月以降まで

(Mell己批， 1993) 131)，あるいは潟アフリカでは 6月から

2月まで産卵し，ジンパブ、エの野生オーストリッチは

7Jlから 12，1だまで，南アフリカ雑種では 7月から
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表 53 藤卵オーストリッチのタンパク質・アミノ酸主主求笠(g) (Du Preez， 1991)10) 

体重 (kg)総持iこ必要な 卵(kg)金援に必婆な
要求澄 (g) 姿3jCf設(必

タンノfク質

アルギニン

リジン

メチオニン

ヒスチジン

スレオニン

パリン

イソロイシン

ロイシン

チロシン

100 105 110 

67 69 72 

5.70 5.87 6.12 

5.78 5.95 6.21 

1.86 1.90 2.00 

2.54 2.61 2.73 

3.54 3.64 3.80 

4.32 4.46 4.65 

3.50 3.60 3.76 

6.90 7.14 7.45 

2.33 2.40 2.50 

1.2 1.4 1.6 

119 138 158 

3.56 4.15 4.74 

6.41 7.48 8.55 

2.67 3.10 3.56 

1.91 2.20 2.50 

6.85 8.00 9.13 

5.50 6.40 7.30 

4.55 5.30 6.10 

9.00 10.50 12.00 

3.70 4.30 4.90 

フェニルアラニン 3.82 3.90 4.10 4.06 4.67 5.30 

シスチン

トリフ。トファン

0.89 0.92 0.96 

0.73 0.75 0.78 

言受 54 ifIi.卵オーストワッチのエネルギー姿求丞(MJ/Iヨ (DuPreez， 1991)10) 

ハUハUl
 

105 

{本震 (kg)維持と活動lこ必主主 卵(kg)生遂に必要な
エネルギ一塁52比五ど (MJME) エネルギー主主求 (MJME)

1.4 1.6 

五1主;守 13.64 14.12 14.60 

活動 1.37 1.41 1.46 

ssのI1旨質

ssのタンrパク笈

ss殻(ssI立の18%)

110 1.2 

2.30 2.68 3.07 

3.58 4.18 4.77 

0.26 0.30 0.35 

i念言十 15.01 15.53 16.09 6.14 7.16 8.19 

少なくとも 2月まで産卵(Jarvis，1985)叫し，北半球

のアメリカ北部では 5月より 9月まで産卵し，南部

では年中産卵する(Hicks，1992) 13)という事実である。

これらの報告からは，臼照時潤のf長受さと産卵期間の

関係係、が示i唆凌されており札，産卵期間は臼照照、時開の長さ

(長日持潤)と関{係系しているよう;にこ思われる (Mell訂l巴出t伐t，

1993) 口山川lリ)

悶じ主走走長包，草蕊も類のエミユの繁殖季袋節巨は短β十性生 (Ma必le伐ckiCI I 

ら， 1998) 133)であるので，オーストリッチも短同性

かとの推測があったが，上記のように繁殖季節は北

半球では1!2Jlから 10/11月まで，南半球では 7/8月

から 10/11月までである事実，および Madekurozwa

ら(2002)叫が示した季節による精子形成状況および

LH受容体の動向から長良性であると結論される。

これまで報告されていた日和見繁殖かとの見方

や短い繁殖季節は低栄養状況下の事例であり， {可年

もの間，悪い栄養履既により産卵状況にバラツキが

多かったのは，栄養状態が重要な産卵要患で、あった

からである。低栄養状態では，泰に繁殖期に入るの

ではなくて年の中頃に繁殖期に入札秋遅く

期を終わるのではなくそれより卒く繁殖期を終わ

る，あるいは泰早く繁破期に入り夏の途中に繁殖期

を終わってしまう，などのいくつかの症状が知られ

ている。このように産罪状況からもブリーダー飼料

の適訴が判断出来る。

12. 繁殖ホルモンは鶏そっくり

オーストリッチの血援における繁殖ホルモンの
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動向は，里子鳥よりも鶏にf以てし、る (Degenら， 1994) 38)。

取疑黄体形成ホノレモン(LH)は，雄は雌よりも 3

高く，雄より季節変動が大きい。また，産那季節 1ヶ

月前から雌雄とも LHは上昇し，その後産卵期間中

に徐々に減少する (Degenら， 1994) 38)。

1IIllj1J:のテストステロンは，雄では産卵開始 1ヶ月

後より上昇し，その後 4ヶ月間高いまま維持する。

南アフリカでは雄の血援レベルは 5月が最高で，産卵

季節最後の 1月が最低である (B剖 schinger，1991)則。

血摂エストラジオールは維で、は産卵爵始1ヶ月目

より上昇し，その後藤卵期間中高いまま維持され，

ピークは産卵開始後 3ヶ月限であり，産卵ピークと

一致する (Degenら， 1994) 38)。このようにオースト

リッチの繁殖ホルモンの動向はニワトリと非常に

よく似ている。産卵時刻は鶏が午前中であるのに対

し，オーストリッチは午後であるが，繁殖ホルモン

の動向は鶏とよく似ているので，オーストリッチの

産卵時期は現在では季節繁殖であるが，いずれ進化

すれば現代のニワトリの如く年中藤卵するという

状況になることが予想される。

I鼠援ホルモンの動きと康卵周期についてまとめ

てみると，維の血柴 LHは産卵周期の始まる 1ヶ月

前から上昇し，繁殖周期期間中徐々に低下してし、く O

エストラジオールは邦形成に影響を与え，

慰問期の 1ヶ月間から繁殖周期修了まで上昇してい

る。ここストラジオールの最高レベルと産卵周期とは

一致する (Degenら， 1994)刻。
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