
ウズラのふ化と成長 
～スーパーで売っているウズラの卵はふ化するのか！～ 

渋渋谷谷区区立立神神宮宮前前小小学学校校  

６６年年  大大島島  明明莉莉      
１１  研研究究のの動動機機  

私私ががここのの研研究究をを始始めめたた理理由由はは，，４４年年前前のの「「ウウズズララのの卵卵ををふふ化化」」

ののニニュューーススをを思思いい出出ししてて，，誕誕生生日日ププレレゼゼンントトににふふ化化器器ををおお願願いいしし

てて買買っっててももららっったたここととででああるる。。ままたた，，ススーーパパーーでで売売っってていいるるううずず

らら卵卵にに有有精精卵卵がが本本当当ににああるるののかか？？ふふ化化後後のの成成長長もも気気ににななっったた。。  

  

２２  研研究究のの内内容容  

１１  予予想想  

  〇〇ススーーパパーーでで売売っってていいるるううずずらら卵卵パパッックク（（１１００個個入入りり））ののううちち  

    ２２個個（（２２００％％））はは，，ふふ化化すするるとと思思うう。。  

  〇〇ふふ化化ししたたウウズズララはは，，適適切切なな餌餌をを与与ええれればば，，成成長長すするるとと思思うう。。  

２２  研研究究のの方方法法  

((11))  情情報報収収集集  

ままずず，，本本やや，，イインンタターーネネッットトななどどでで調調べべ，，ふふ化化がが成成功功すするる

よよううにに計計画画をを立立ててたた。。  

((22))  ふふ化化計計画画のの実実施施（（私私はは，，３３回回挑挑戦戦ししたた。。））  

  １１回回目目  1122 月月 2244 日日  ううずずらら卵卵をを３３パパッックク買買っってて，，ふふ化化器器にに入入

れれたた。。ふふ化化ままでで約約 1177 日日かかかかるるののでで水水をを足足ししななががらら乾乾燥燥ししなな

いいよよううににししてて楽楽ししみみにに待待っったたがが，，生生ままれれててここななかかっったた。。  

２２回回目目  11 月月 1111 日日  ももうう一一回回 33 パパッックク買買っっててききてて始始めめたた。。

「「生生ままれれなないいだだろろうう」」とと思思っってていいたたがが，，約約 33 週週間間たたっったたこころろにに

よよくく見見ててみみたたらら，，殻殻のの中中でで死死んんででいいたた。。ふふ化化成成功功のの兆兆ししをを感感じじ

たた。。次次はは「「必必ずずふふ化化ささせせよようう」」とと思思っったた。。  

３３回回目目  22 月月 1100 日日  ももうう一一回回 33 パパッックク買買っっててききてて始始めめたた。。  

ここれれままででよよりり，，水水をを足足すす量量をを増増ややししてて丁丁寧寧にに世世話話ををししたた。。  

そそししてて，，22 月月 2288 日日午午後後 66 時時過過

ぎぎ，，習習いい事事かからら帰帰っっててききたた時時，，ふふ化化

器器ををののぞぞいいたたらら 3300 個個中中 11 つつがが割割れれ

てていいたた。。ふふ化化器器かかららそそのの卵卵をを出出ししてて

みみたたらら内内側側かからら、、ココツツココツツ殻殻ををたたたた

いいてていいたた。。1100 分分ももししなないいううちちにに卵卵

かからら出出ててききててくくれれたた。。ととっっててもも嬉嬉しし

かかっったた。。                        

ふふ化化ししててかからら  

生生ままれれたた直直後後はは，，羽羽がが湿湿っってていいたた

けけれれどど，，半半日日過過ぎぎるるとと，，羽羽がが乾乾きき，，

ととっっててももかかわわいいいいひひななににななっったた！！  

右右のの写写真真はは，，生生ままれれたた直直後後ののひひ

なな。。餌餌はは，，ホホーームムセセンンタターーでで購購入入

しし，，水水とと餌餌ををペペッットトボボトトルルののふふたたにに

入入れれてて与与ええててたた。。  

  生生ままれれててききててかかららののハハププニニンンググ  

ううずずららちちゃゃんんはは生生ままれれててききててかからら，，ととっっててもも元元気気でで，，ケケーースス

のの中中のの卵卵をを置置くく枠枠かからら飛飛びび出出ししたたりりししてて，，ピピーーピピーーとと，，ととっってて

ももかかわわいいくく鳴鳴いいてていいたた。。一一番番びびっっ

くくりりししたたここととはは，，水水ががななくくななっってて

取取りり換換ええよよううととししたた時時にに，，下下ににああ

るる鯉鯉とと金金魚魚のの水水槽槽にに落落ちちててししままっっ

たたののだだがが，，溺溺れれななかかっったた。。  

すすごごくく焦焦っったたがが，，そそのの後後もも元元気気

にに餌餌やや水水をを飲飲んんだだりり食食べべたたりりししてて

いいたたののでで安安心心ししたた。。  

少少しし成成長長ししててかかららののこことと  

生生後後 22 週週間間ごごろろかからら手手でで餌餌ををああ

げげるるよよううににししたた。。そそれれをを毎毎日日続続けけ

てていいっったた。。生生後後 11 ヶヶ月月経経っったた頃頃かか

ららはは，，飼飼育育ケケーーススでで飼飼いい始始めめたた。。  

成成鳥鳥（（大大人人のの鳥鳥））ににななるる  

約約 11 かか月月半半たたっったた時時かからら，，卵卵をを  

産産みみ始始めめたた。。毎毎日日卵卵をを産産みみ，，今今まま  

でで（（99 月月 1166 日日現現在在））産産ままなないい日日  

はは，，１１日日ももななかかっったた。。  

卵卵のの重重ささはは，，すすべべてて８８ｇｇででああっっ  

たた。。家家族族みみんんななでで，，美美味味ししくく食食べべ  

ささせせてていいたただだいいてていいるる。。  

  

表１ 卵からの観察日記 

日 朝 昼 夜 
2/１０ ふ化器温める ウズラの卵買ってきた 温め開始 

2/１１ 水を入れる 卵回転 卵観察 卵回転 卵観察 卵回転 

２/１２ 卵回転 卵観察 卵回転 卵観察 卵回転 

２/１３ 卵回転 卵観察 卵回転 卵回転 観察 

２/１４ 水を足す 卵回転 卵観察 卵回転 卵回転 

２/１５ 卵回転 卵回転  水を足す  卵回転 

２/１６ 卵回転 卵観察 卵回転 水を
足す 

卵回転 

２/１７ 水を多めに入れ始め
る卵回転 

卵観察 回転 卵回転 

２/１８ 卵回転 卵観察 卵回転 卵回転 

２/１９ 卵回転 卵観察 卵回転 卵回転 

２/２０ 卵回転 卵回転 卵回転 

２/２１ もっと水を多くする 
卵回転 

卵回転 卵回転 

２/２２ 回転を止める 卵観察 卵観察 

２/２３ 水を入れる  卵観察 

２/２４    

２/２５  最後の観察  

２/２６ よく観察する  卵が少し動いた 

２/２７ 卵を取り出してさわ
り重さを感じる 

        そっと観察 

２/２８  少し動いた 生まれた 嬉しすぎる
と思った 

２/２９ タオルを置いたら寄
り添っていた 

水槽に落ち大ハプニン
グ 

餌と水を入れた 

３/１ 餌や水を飲んでくれ
た 

下のキッチンペーパー
を替える 

観察し写真を撮った 

３/２ 餌と水を増やす キッチンペーパーを替
える 

観察 

３/３ 水と餌を入れる キッチンペーパーを替
える 

タオルに寄り添い寝て
いる 

これは、うずらちゃんが入っていた卵

の殻です。緑色のかたまりは、尿のう

（排泄物を入れる袋）です。殻の内側に

ついている赤い線は、血管の跡です。 

((33)) 資資料料かからら分分かかっったたこことと

①① ななぜぜ，，おおすすががいいなないいののにに鳥鳥がが卵卵をを産産むむのの？？

人人やや動動物物がが子子孫孫をを残残すすののとと一一緒緒でで，，鳥鳥もも子子孫孫をを残残すすたためめにに

卵卵をを産産むむ。。鳥鳥はは，，たたくくささんん卵卵をを産産むむがが，，実実はは，，どどのの鳥鳥ででもも，，

ひひななががふふ化化ししたた後後にに，，育育ててらられれるる数数のの卵卵をを産産むむ。。  

②② ウウズズララのの寿寿命命

・・野野生生おおすす……平平均均１１００年年ほほどど

・・飼飼育育下下ののおおすす……平平均均 77～～88 年年ほほどど

・・野野生生ののめめすす……平平均均 22 年年ほほどど

・・飼飼育育下下ののめめすす……平平均均 22 年年ほほどど

（（ううままくく育育ててれればば 1100 年年以以上上生生ききるる））  

③③ 餌餌のの栄栄養養

ウウズズララににととっってて成成長長とと寿寿命命のの鍵鍵ににななるる栄栄養養素素はは，，大大ききくく分分

けけてて二二つつ。。タタンンパパクク質質ととカカルルシシウウムムででああるる。。  

めめすすののウウズズララはは，，自自ららのの血血液液とと骨骨をを消消耗耗ししてて卵卵をを産産むむ。。飼飼

育育ししてていいるるウウズズララはは，，若若いいううちちにに常常にに卵卵をを産産むむよよううにに品品種種改改

良良さされれてていいるるたためめ，，栄栄養養失失調調のの危危機機にに侵侵さされれてていいるる。。  

卵卵はは，，主主ににタタンンパパクク質質，，殻殻ははカカルルシシウウムムででででききてていいるる。。生生

ききるるたためめににはは，，タタンンパパクク質質・・カカルルシシウウムムがが大大量量にに必必要要だだ。。卵卵

をを産産ままなないいおおすすはは，，めめすすよよりり長長寿寿命命ななののはは，，ここののたためめででああ

るる。。  

家家ででもも使使っってていいるるウウズズララのの餌餌ににはは，，魚魚粉粉がが含含ままれれてていいるるたた

めめ，，ビビタタミミンンⅮⅮ33・・たたんんぱぱくく質質・・カカルルシシウウムム等等のの重重要要栄栄養養素素

がが入入っってていいるる。。  

④④ ウウズズララにに有有精精卵卵ががあありり，，ニニワワトトリリににはは，，無無いいのの？？

有有精精卵卵がが混混じじっってていいるる理理由由はは，，ニニワワトトリリよよりりもも小小型型ななウウズズ

ララはは，，ひひななのの時時にに，，おおすす・・めめすす判判別別がが難難ししいい。。生生産産者者にによよっっ

ててはは，，ププロロのの方方にに判判別別ししててももららわわずずににふふ化化ししたたららそそののまままま育育

てててていいるるととこころろももああるるそそううだだ。。  

ニニワワトトリリはは，，おおすす・・めめすすのの判判別別ががででききてて，，ケケーージジでで飼飼っってて

いいるるととこころろがが多多くく，，おおすすととめめすすがが一一緒緒ににななららなないいののでで有有精精卵卵

がが生生ままれれるる可可能能性性がが低低いい。。放放しし飼飼いいやや平平飼飼いいなならら，，有有精精卵卵にに

ななるる可可能能性性ががああるるがが，，放放しし飼飼いいやや平平飼飼いいををししててるる養養鶏鶏場場がが少少

ななくく、、ままたた、、ススーーパパーーのの卵卵パパッッククはは，，大大規規模模なな養養鶏鶏場場でで生生産産

さされれてていいるる場場合合がが多多いいののでで，，有有精精卵卵のの可可能能性性はは，，極極めめてて低低いい

とといいええるる。。  

３３  考考  察察（（育育ててててみみてて分分かかっったたこことと））  

((11)) ううずずららちちゃゃんんののかかわわいいいいととこころろ

〇〇  ううちちののううずずららちちゃゃんんはは，，おおななかかをを上上ににさされれるるののがが大大好好きき

ででああるる。。下下ににああるる写写真真はは、、おおととななししくく抱抱っっここさされれてていいるるとと

こころろででああるる。。ウウズズララににはは，，腹腹をを上上ににさされれるるとと動動かかななくくななるる

習習性性ががああるるののかかももししれれなないい。。  

ままたた、、手手でで顔顔をを覆覆っってて目目隠隠しし  

ををすするるとと、、眠眠っっててししままうう。。  

野野菜菜のの葉葉物物やや、、オオオオババココがが大大  

好好ききででよよくく食食べべるる。。  

〇〇  菓菓子子袋袋ななどどののププララススチチッッククフフ

ィィルルムムのの切切れれ端端ををああげげるるとと，，くく

ちちばばししででくくわわええてて走走っってて逃逃げげ

るる。。ととててももかかわわいいいい。。  

((22)) 大大変変だだっったたこことと

〇〇  ううずずららちちゃゃんんはは，，すすごごくく汚汚すすののでで 11 日日にに１１・・２２回回部部屋屋をを

片片付付けけるる必必要要ががああるる。。時時間間はは，，かかかかららなないいけけれれどど，，ににおおいい

がが残残るるののででききれれいいにに拭拭いいててああげげるる必必要要ががああるる。。  

〇〇  餌餌やや水水をを，，足足ででけけっっててししままううののでで，，すすぐぐににななくくななっっててしし

ままうう。。ここままめめにに足足ししててああげげるる必必要要ががああるる。。餌餌はは，，太太っっててしし

ままううののでで朝朝とと夜夜のの２２回回ししかかああげげななかかっったた。。  

〇〇  トトイイレレをを覚覚ええらられれなないいののでで飼飼育育ケケーーススのの中中やや外外でで遊遊ばばせせ

てていいるるととききにに，，糞糞ををすするるここととががああるるののでで大大変変。。  

〇〇  砂砂浴浴びびををすするるたためめ，，汚汚すすしし，，砂砂はは結結構構高高いいののでで綺綺麗麗ににすす

るるののもも大大変変。。  

((33)) 気気をを付付けけたたこことと

〇〇  ウウズズララののひひななはは，，免免疫疫力力がが弱弱いいののでで，，ばばいい菌菌にに感感染染ししなな

いいよよううにに気気をを付付けけななけけれればばななららなないい。。手手ををアアルルココーールル消消毒毒

ししたたりり，，ビビニニルル手手袋袋ななどどををつつけけたたりりししてて気気をを付付けけたた。。  

〇〇  成成鳥鳥ににななっっててかからら気気をを付付けけてていいるるここととはは，，餌餌ででああるる。。うう

ちちににいいるるううずずららちちゃゃんんはは，，めめすすでで，，卵卵をを産産んんででくくれれるるのの

でで，，特特ににカカルルシシウウムムをを補補ううたためめ，，ボボレレーーとといいううカカキキのの殻殻

をを，，粒粒状状ににししたたももののをを与与ええてていいるる。。  

〇〇  ウウズズララはは，，ももととももとと渡渡りり鳥鳥ななののでで，，高高くく飛飛ぶぶ能能力力ががああ

るる。。壁壁やや天天井井ににぶぶつつかかららなないいよよううにに気気をを付付けけてていいるる。。  

３３  研研究究のの成成果果とと今今後後のの課課題題  

〇〇  今今回回のの実実験験でではは，，ススーーパパーーでで

売売っってていいるる「「ううずずらら卵卵パパッックク」」

ににはは有有精精卵卵がが，，約約 22..22％％ああるるこことと

がが分分かかっったた。。  

〇〇  ひひななかからら成成鳥鳥ににななるるままでで，，毎毎日日見見てて分分かかるるほほどど育育っってていいくく。。  

〇〇  ここのの自自由由研研究究をを通通ししてて，，ああげげててははいいけけなないい食食べべ物物，，注注意意ししなな

けけれればばいいけけなないいここととががよよくく分分かかっったたののでで，，今今後後ももおお世世話話をを続続けけ

てていいくく。。1100 歳歳ままでで元元気気にに長長生生ききししててほほししいいとと思思っったた。。  

〇〇  ううずずららちちゃゃんんのの大大変変ななこことともも書書いいたたがが，，そそれれをを上上回回るるほほどどかか

わわいいくく，，癒癒ししををくくれれるるののでで，，興興味味ががああるる人人はは，，ぜぜひひ試試ししててほほしし

いい!!!!  
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〇 ウズラのひなは，温度と湿度が一番大事なのでお掃除す

るときや，水・餌を替えるときに素早く替えなきゃいけな

いこと。飼育ケースに入った後２か月は，ヒーターを入れ

た。


