
平成29年12月22日（金）牛久ホテルで日本ウズラ協会平成29年度談話会
が開催された。ウズラに関係した企画として「ウズラ産業の動向とウズラ
の特性」と題した講演が行われた。
初めにウズラ産業の現状や卵の卸値の推移、スーパーでの販売価格、

わが国での缶詰卵の生産量などの推移について説明し、次に鶏鳴新聞に
7回にわたって掲載された‶存続の危機″のウズラ産業の記事について、

現状と問題点及び課題と将来への対応に整理して紹介した。掲載記事に
「ウズラにまつわる民話や逸話」を集め、広く紹介できればと今後の課題が
提起されたことから、すでにホームページで公表されているウズラの逸話
（うずたま屋）について紹介した。
卵の消費拡大に通じるウズラ卵の開発・利用、栄養価・機能性、栄養素

の効能についても説明した。最近のウズラ卵の需要動向に注目し、デコ弁・
キャラ弁や卵の加工品・惣菜などを取り上げ、岡山市内のスーパーなどで

販売されているウズラ卵について紹介した。さらに、ウズラの特性について
説明し、とりわけ家禽化（産業）ウズラの起源となったわが国での野生ウズ

ラの絶滅危惧種Ⅱ類としての分類や繁殖分布の危機的状況について紹介
した。
ウズラは実験動物としての有用性が高いことから世界53ヵ国で基礎・応

用研究が行われていることを紹介した。
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話題提供の内容

１．ウズラ産業の現状

２.‶存続の危機″のウズラ産業（鶏鳴新聞記事）

３．ウズラ卵の開発・利用

４．ウズラ卵の栄養価・機能性

５．栄養素（ビタミン・ミネラル）の効能

６．デコ弁・キャラ弁

７．最近のウズラ卵の加工品

８．ウズラの特性

９．野生ウズラ：全国鳥類繁殖分布調査

１０．世界におけるウズラの研究



ウズラ産業の現状
〇我が国のウズラの飼養羽数は約425万羽で、県別にみると、愛
知県（56%）が最も多く、千葉県、群馬県の順となっている。

〇ウズラ卵の主産地である東三河地区、豊橋市での飼養戸数、
飼養羽数が減少している。そのため、ウズラ卵の生産量が減少
し、不足する状況にある。

〇不足分はベトナム、中国、タイ、韓国等、海外から輸入している。
〇ウズラ卵の生産量は1.2万トンで、日本人一人が1年で食べる
卵の数は約10個、一方、鶏卵は250万トン、330個である。

〇ウズラ農家・企業は雛の飼育・採卵のみ、及びふ化から商品
化(パック詰め等）までの一貫生産に大きく区分され、さらに、
ウズラ農家・企業と契約した加工専門の会社がある。

〇ウズラ料理(レシピ)・学校給食・弁当等で、デコ弁、キャラ弁の
要望が高まっている。

〇飼料費や輸送費の高騰のために、ウズラ卵の値上げが今年
（2017年） 12月1日から予定されている。



ウズラとの関わりとウズラ産業の歴史

奈良時代 （710～794年） 古事記（712年）・万葉集

平安時代 （794～1185年） 肉の調理法

室町・戦国時代 （1336～1573年） 多くの武将によって飼育

大正 10年 採卵用の家禽として豊橋市を中心に本格的な飼養

～ 「大正のうずらブーム」

昭和 16年 飼養羽数は全国で200万羽

〃 18年 第2次世界大戦勃発、‶絶滅の危機″ 飼料不足

鈴木経次氏（養鶉農家・豊橋市）が尽力、繁殖開始

〃 40年 200万羽に回復

〃 59年 846万羽（ピーク） 農家戸数 350軒

平成 21年 鳥インフルエンザ（ＡＩ）発生

輸入水煮卵の増加・飼料価格の高騰・消費低迷

〃 29年 農家戸数の減少（ピーク時の約10%以下 32軒）・飼養

羽数の減少（ピーク時の約半分 425万羽）・供給不足

鶏鳴新聞2017.10.15 抜粋



ウズラ卵の卸値の推移

豊橋 ３０個 年平均

203円 (6.8円/個）
219円

143円 (4.8円/個)

鶏鳴新聞 資料提供

(7.3円/個)

平成29年の値 : 11月



卸値・仕入れ値・売値とは？

商品の流通経路 ＜Career Garden  HP引用＞

メーカー（GPセンター・加工卵） ※メーカーが卸売業者に販売

し、卸売業者は注文のあっ

販売価格 「卸値」 た複数の小売店へ販売する。

卸売業者（鶏卵問屋） 「仕入れ値」

卸売業者がメーカーから、

販売価格 「卸値」 また小売店が卸売業者か

小売店（スーパー・コンビニ） ら購入した価格。

「売値」

小売店が消費者へ販売

消費者 する時の価格。



岡山市内のスーパーでのうずら水煮卵の販売価格 2017

名 称 選別包装・出荷者（卵数） 月/日・ 価格（円） 店名

5/6,7   11/29,30   12/1,2,3 15,16

うずら水煮 A （6個入り） － 105          105         105   (17.5)    a

うずら卵水煮 B （6個入り） 127        127           127         127   (21.2)    b 

〃 〃 129        129           129         129  (21.5)    c

〃 〃 130         130          130         130  (21.7)    d

〃 〃 131         131    ↑ 142         142  (23.7)   e

〃 〃 135         135          135         135  (22.5)    f

〃 〃 135  ↓ 127          127         127  (21.2)    g

〃 〃 135         135         135         135  (22.5)    h

〃 〃 138         138         138         138  (23.0) a

うずら卵水煮 C（6個入り） 152         152         152         152  (25.3)    e

うずら卵水煮 D （7個入り） 100        100          100         100  (14.3)     i

うずらの卵 E （8個入り） 162        162         162         162  (20.3)     J

〃 〃 170         170         170         170  (21.3)    g 

〃 〃 172 172 172         172  (21.5)   c

うずら卵水煮 B（10個入り） 216 216   216         216  (21.6)    h

（ ）：1個当たりの価格



岡山市内のスーパーでのうずら生卵（10個）の販売価格

名 称 選別包装・出荷者 2017.月/日・ 価格（円） 店名

5/6,7   11/29,30   12/1,2,3 /15,16

うずら卵 A 102    ↑ 105           105           105         a   

〃 〃 107   ↓ 101           101           101         d  

うずらの卵 B 93            93              93             93          i

〃 〃 101          101            101           101         e 

〃 〃 105           105            105 105         J

〃 〃 105           105            105          105         b 

〃 〃 105    ↑ 116            116           116        g

うずら玉子 C 105           105            105           105        f   

国産うずら卵 D                          105           105          105     105       c 

〃 〃 108          108            108           108        h 
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ウズラ缶詰卵の生産量
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（社）日本缶詰びん詰レトルト食品協会



‶存続の危機″のウズラ産業（1）～（７） 鶏鳴新聞記事抜粋

（1）2017.10.15.  マルタカ商事㈱・高林ファーム（豊橋市）:  2農場14棟、約75万羽飼

養、GPセンター、1日約30万卵を処理。

（2）2017.10.25.  豊橋養鶉農業協同組合（豊橋市）:  9農場から年間約8000万個（22

万個/日）を集荷、約7割はGPセンター、約3割は水煮加工、出荷。

（3）2017.11.05. ㈲池端うずら園（熊本県玉名市）: 約18万羽飼養（育雛を含める）、

パック卵中心に生産、パック詰め機の新設。

（4）2017.11.15. ㈲高崎クエイル（群馬県高崎市）:  自社生産のひなを含め約60万羽

飼養、日量約30～35万個の卵生産、約1/3はパッキング、約2/3は加工卵メーカー

に出荷。

（5）2017.11.25. ㈱モトキ・うずら屋（埼玉県所沢市）:  日本ウズラ約20万羽（ひな含

む）、フランスうずら約3500羽飼養、生産卵の1割は加工メーカー向け，6割はパッ

ク卵、3割は自社で加工し、「ウズラ屋」などで直売。

（6）2017.12.05. アギ―ズ・塩野谷養鶉場（愛知県豊川市）:  成鶉舎3棟、約20万羽

飼養、GPセンター設立。

（7）2017.12.15.   キューピー・天狗缶詰・カネセイ食品・山和食品：キューピー取扱数

量は20～25%程度、天狗缶詰:1日100万卵以上処理、山和食品:日量約30万個。



‶存続の危機″のウズラ産業（1）～（6）

現状と問題点（１）

①経営環境の悪化で、多くの農場が廃業し、需要に対応できない場面が目立つ。

②アジア各国からの輸入水煮卵との競合が激化。

③全国の養鶉農家戸数は現在、32軒（昭和59年の10%以下）、飼養羽数もピーク

時の約半数の約425万羽に減少。スーパー向けのパック卵供給企業は8軒のみ。

④飼料価格や人件費、包装資材費、燃料代、配達運賃など、すべての経費が上昇。

⑤他畜種に比べて高い生産コストを川下に転嫁できない産業構造。飼料価格の高

騰や高止まり、灯油価格の上昇、物流費の高騰などを吸収できず、赤字経営。

⑥スーパーでの平均販売個数は多くても1日1店舗当たり3～5パック程度。

⑦運賃値上げのため、ウズラ卵1パック(10個）当たり4～10円のコスト上昇に相当。

これを転嫁できなければ、パック卵の販売で得られる利益は完全に吹き飛ぶ。

今回の運賃改定は、ウズラ卵価に対する運賃の構成比が高いので、大打撃。

⑧配送費の高騰分を川下に転嫁できないと、生産者の廃業が加速化、ウズラ卵市

場の縮小、安全・安心なウズラ卵の安定供給が困難。

⑨大手スーパーの価格据え置き戦略や値下げ戦略が川上に影響し、価格改定の

壁⇒ウズラ卵の流通や養鶉産業自体の継続が危惧される。

鶏鳴新聞記事抜粋・編集



‶存続の危機″のウズラ産業（1）～（6）

現状と問題点（２）

⑩ウズラ卵の販売では、水煮などの加工メ―カー大手4社やスーパー各社、買い手

の意向が強い市場環境が続き、価格改定を求める声が販売先に届きにくい。

さらに、最近、追い打ちとなっているのが、出荷時の配送費の上昇⇒廃業の増

加。パック卵も生産コストの上昇⇒経営は厳しく、設備投資ができない状況。

⑪販売面では、スーパーのバイヤー段階で、「これ以上上げると取引を停止する」と

の話も聞かれる。

⑫ウズラ産業の未来を考えると、いつまでも「物がない」状況を続けることは得策で

ない。 「なくてはならない物」⇒ 「なくてもいい物」（AI発生後）になることを危惧。

⑬供給不足が続くと、国産ウズラ卵の市場卵、初生雛雌雄鑑別師や機器メーカー

などの関連業界も縮小、経営維持が困難⇒悪い循環。

⑭現状の収益では、設備更新や将来に向けた投資ができない。

⑮ウズラ卵は年末の需要期と年明けや夏場の不需要期の差が大きく、年末には

平常時の2倍～3倍の注文がある。需要変動の対処のため、保存ができる加工卵

を生産。

⑯ウズラ産業も養鶏業の様に、「家業」⇒ 「企業」へと様変わりしない限り存続が

できないのでは？

鶏鳴新聞記事抜粋・編集



‶存続の危機″のウズラ産業（1）～（6）

課題と将来への対応（１）

①ウズラ卵の一人当たりの消費量を様々な取り組みを通じて増やしていく。

②養鶉に対する販売先や消費者の理解を得る。ウズラ卵の特徴や魅力を生かし

た新商品の開発などの継続。ウズラ卵のおいしい食べ方をいかに伝えるか。

ウズラ卵は目的買いの食材、料理レパートリ―の提案、販売方法（回転寿司チ

ェーンでのウズラ卵の軍艦巻きの利用など）、消費につながる取組⇒消費拡大。

③弁当の‶キャラ弁″や串フライなど様々な食べ方が根付いているので、これらの

食文化を守り、発展させるために、流通・販売に係わる人々への理解を広く得る

ことが重要。

④GP・水煮加工ともに、機械化や自動化による生産性向上は急務であるが、養鶉

の市場が小さいため、高いハードルとなっている。

⑤コストに見合った価格での取引と技術開発⇒若い人の就農、後継者の確保。

⑥市場が求めている国産ウズラ卵を価格・量ともに、より安定的に供給できる体

制の回復が急務。

⑦養鶉の飼育現場では、体が小さいことから、餌、水、気温、湿度の要因が生産

形質に影響を及ぼすため、常に目を配っていなければならない厳しさがある。

鶏鳴新聞記事抜粋・編集



‶存続の危機″のウズラ産業（1）～（6）

課題と将来への対応（２）

⑧再生産可能な販売価格と人員の確保、設備の自動化が増羽のために必要。

⑨韓国やフランスでは魚粉を使わず、低CP飼料で高い生産成績を出している農場

があることから、飼養管理の改善を図りつつ、飼料メーカーとも連携して安価で高

効率な飼料の開発が実現できるよう尽力。

⑩温度管理や衛生管理など、消費者の食の安全・安心へのニーズに対応すること

は非常に重要。HACCPなどに基づく衛生管理への対応が求められる。飼料、水の

こだわりも重要。水質検査や卵のサルモネラ検査の実施が求められる時代。

⑪養鶉関係者が業界の抱えている問題を共有し、協力しあう。イベントの開催、生

産技術の勉強会の開催など。今後は養鶉業界が一致団結し、多くの取り組みが

できれば、必ず未来ある業界に。

⑫ウズラ卵は生き物が産むもので、保管や調理方法なども食育活動として宣伝。

SNSやインターネットを活用したウズラ卵の調理法、食べ方の紹介。卵・肉の魅力

が伝わる商品の開発。

⑬日本ウズラは世界中で飼養されており、この『日本発ウズラ』は我々の誇り・強味。

世界のウズラ情報のデータバンクづくり: 世界のウズラ料理、民話や逸話の紹介。

鶏鳴新聞記事抜粋・編集



‶存続の危機″のウズラ産業（1）～（6）

課題と将来への対応（３）

⑭衛生管理の重要視。卵の洗浄、賞味期限表示、製品管理の徹底。今後はすべて

の食品業者にHACCPが義務化される見通し、GPセンターへのHACCP導入が必須。

⑮養鶏の先進事例（相次ぐ低価格と廃業の危機）から学ぶ。海外の設備導入、規模

拡大、コスト削減⇒輸入卵にも太刀打ちできる高い競争力を実現する。世界の

設備機器の導入の検討。

⑯「たべてもらう」運動。1日2個の鶏卵消費を訴える鶏卵業界の「たまニコ運動」を。

⑰ウズラ卵の高い栄養価のPR。

⑱メニュー提案。もずくなどの小鉢料理、ウズラ卵5～6個の卵かけごはん、温泉卵

など⇒消費量の増加

⑲常にウズラの住みよい環境づくりをモットー⇒産卵数の向上と安定性の獲得。

⑳リスク回避のための分散飼育。農場周辺の都市化が進む中での‶臭い″の問題

への対応。

㉑加工品の製造に加えてウズラ糞の堆肥や肉の販売にも重点を置く。

㉒生産者同士の交流が生まれている。

㉓従業員の教育（働く側の意識改革） 「農産物」⇒ 「商品」

鶏鳴新聞記事抜粋・編集



‶存続の危機″のウズラ産業（７）

〇国産ウズラ卵の生産量は年間1万トン強－ウズラ羽数は約400万羽（ひなを徐くと

約380万羽）。産卵率7～8割の値で推定。

〇ウズラ卵生産量の約2割はGPセンターで殻付き状態で包装・出荷、残りの約8割は

加工卵メーカーの工場で水煮などに加工。

〇味付けした商品は伸長傾向－「レディ・トゥ・イート」（袋を開けてそのまま提供）

〇背景には、寡占化したコンビニエンスストアや大手スーパー、外食産業のバイイン

グパワーや価格抑制圧力が非常に強く「販売価格の転嫁が難しい」。

〇消費者の「国産志向」は強いものの、これ以上上昇し、輸入品との価格差がさらに

広がると、需要が輸入品にシフトする可能性がある。

〇国産卵の価格は現在の配合飼料価格からのコスト計算では、採算ギリギリの状

況。国産卵の増産、増販には仕入れ価格、加工卵の販売価格ともに5～10%程度

の価格アップが条件。

〇食品としてのウズラ卵の将来性－高栄養価、学校給食（人気メニュー）、弁当。

今後、味付け卵など高付加価値商品へシフトしていく必要がある。

〇ウズラ卵は注目されることが少ない食材だったが、おいしさやサイズ感、栄養価、

好感度など多くの特徴を持ち、これまでも食材としてのポテンシャル（潜在能力）は

高い。⇒（具体的にカタチにする）⇒優位性のあるマーケットが形成。

鶏鳴新聞（2017.12.15)抜粋・編集



ウズラ卵の生産から流通までの経路（現状と課題）

現 状 養鶉農家・企業 課 題

飼料費・灯油・資材・人件費高騰 飼養管理費節減・コスト低減

生産コスト上昇・後継者・人手不足 飼養管理・衛生管理の徹底

廃業農家増加・飼養羽数減少 飼料・水のこだわり飼育

卵の生産量減少・卵供給不足 機械化・自動化による規模拡大

GPセンター 加工会社 交流・協力

設備老朽化 設備更新・自動化、品質管理・

加工会社: 買い手の意向が 衛生管理の徹底

強い市場、販売価格に影響 HACCAPの導入が必須

卸値の高騰 中央市場 鶏卵問屋

輸送費高騰

値上げ幅分負担（現在）

（スーパー・鶏卵問屋） スーパー コンビニ 小売店

スーパー：買い手市場 コストに見合った販売価格

価格据え置き・値下げ戦略 再生産可能な販売価格

価格抑制圧力 消費者



ウズラ産業の今後の主な課題（まとめ）

１．卵の消費拡大を図る。

２．ウズラの特徴や魅力を生かした新商品の開発。

３．経費節減に努める。

４．コストに見合った価格で販売できるようになる。

５．国際化の進展に伴い、さらなる自動化などによる

生産の効率化を図る。

６．ＨＡＣＣＰなどに基づく衛生管理への対応を図る。

７．飼養管理技術の一層の向上を図る。

８．業界全体の協力体制を構築する。

９．世界のウズラ情報を収集し、紹介する。

5,6,7 : 鶏鳴新聞編集部西村信彦氏からの追加コメント



HACCP（ハサップ）とは？ 厚生労働省HP

Hazard Analysis and Critical  Control  Point   

HACCPとは、食品製造・加工工程のあらゆる段

で 階で、発生する恐れにある微生物汚染等の危害

をあらかじめ分析（Hazard Analysis）し、その結果

う に基づいて製造工程のどの段階でどのような対

をを 策を講じればより安全な製品を得ることができる

という かという重要管理点（Critical Control Point）を定

め、これを連続的に監視することにより製品の安

全 全性を確保する衛生管理の手法です。

この手法は国連の国連食糧農業機構（FAO）と

世界保健機構（WHO）の合同機関である食品規
格 格（コーデックス）委員会から発表され、各国に

その採用を推奨している国際的に認められたも

たた たのである（1969年）。



うずらにまつわる逸話

http://www001.upp.so-net.ne.jp/uzutamaya/edouzura.html

ここをクリック
次頁の図



博文館
昭和17年

ここをクリックすると、
読むことができる。



ブログの掲載記事
うずらに第3の目

2014年に発表された記事で

すが、うずらの脳には光を感じ
る器官があるそうです。うずら
には第三の目が存在するので
す。
＜出典は下記の文献＞
吉村崇（名古屋大学農）
Intrinsic photosensitivity
of a deep brain photo-

receptor（脳幹部の光受容
体はそれ自身で光感受性を持
つ）
2014.7.7 米科学誌カレント・

バイオロジーに掲載

Science Portalで紹介
科学技術の最新情報を
提供する総合WEBサイト

http://uzutamaya.
blog.so-net.ne.jp/



うずたま屋のHPより



ウズラ卵の生卵・加工卵の開発・利用

〇生卵

有精卵・卵かけご飯・ざるそば・山かけそば・うどん・ウズラ納

豆・ウズラと山芋・目玉焼き・目玉バーグ・ベーコンエッグ等

プリン・アイス・カステラ・ケーキ・饅頭・せんべい等

〇加工卵

水煮卵（袋入り）

味付卵・燻製卵

半熟/円熟卵（プチとろ）

缶詰（水煮卵）

惣菜

卵料理（レシピ）/デコ弁・キャラ弁

〇サプリメント

アレルギー・喘息・アトピー・美容効果等



卵かけご飯 ウズラ納豆 山かけそば 目玉焼き

ウズラ卵の軍艦巻き 半熟卵（プチとろ） プリン カステラ

煎餅 味付・燻製卵 缶詰 2号缶 2号缶 1号缶

ウズラ卵の生卵・加工卵の開発・利用 各社HPより引用



機能性食品としてのウズラ卵の開発・利用(１)

〇生卵：1個～30個／パック・箱・ウズラ卵割り器（プッチ）の開発

有精卵・卵かけごはん用のウズラ卵（たれの開発）

プリン・アイス・カステラ・ケーキ・饅頭・せんべい等

〇水煮卵：レトルト・チルド・ツイン（2連）パック

味付卵・燻製卵・DHCウズラたま・半熟/円熟卵（プチとろ）

卵殻付き焼き

〇缶詰：一号缶(1,620g、200～240個)・二号缶(430g、55～65個)・

小二号缶(45g 、6個)

〇惣菜（市販）：八宝菜・中華丼・肉団子・ウズラ巻・串フライ等

〇ウズラ卵料理（レシピ）・デコ弁：学校給食・病院食・弁当等

ベーコン巻き・目玉バーグ・サラダ・スコッチエッグ・ㇾバニラウ

ズラ・ウズラ餃子・ウズラグラタン・ウズラカレー・コロッケ等

〇サプリメント（健康食品）：アレルギー・喘息・アトピー・美容等



機能性食品としてのウズラ卵の開発・利用(２)

〇ウズラ卵（普通の飼料・水給与）：ビタミンA、E、B1、B2、B12及び

鉄、カルシウム、リン等のミネラルの栄養価は鶏卵より高い。

〇ウズラ卵（こだわりの飼料・水給与）：発酵飼料・飼料米・乳酸菌・

酢酸菌・整菌剤・貝化石・大葉の添加、ミネラル水等。

上記の普通よりもビタミン・ミネラル等の栄養価が高くなる。

〇ウズラ卵の加工処理：

水煮卵・味付・燻製卵・DHCウズラたま・半熟/円熟卵（プチとろ）・

デコ弁等 ※魚介・かつおぶしエキス・昆布だし・還元麦芽糖

水飴 ・発酵調味料・たんぱく質加水分解物等の添加もある。

〇ウズラ卵のサプリメント：アレルギー・喘息・美容等への効能。

ウズラにんにく卵黄・イゲカルム[フランス]・ ALLQlear（アレル

クレアー） 60 チュワブル[USA]・卵殻膜ペプチド-F （ESMP-F）・

ハイドロックス Quelet FX U10（キューレ）



うずらの卵を用いて開発されたサプリメント（１）

製造 日本（アルテクノ工業㈱）
※疲労回復・精力増強・免疫力
向上。より高い栄養・健康食品

□うずらの卵のホモジネート
うずら卵粉末加工食品
イゲカルム (IgEcalm)
原産国 フランス
製造販売元 協和薬品㈱
30粒/1シート, 定価 5,000円
1～6粒/日
うずら卵粉末・乳糖など
※卵アレルギーの人の代替え
食品

アメリカ医療用サプリメ
ント専門店
ドクターサプリUSA
アレルクリアー 60 チュ
ワブル 価格 4,800円
うずら卵粉末抽出成分
※花粉症・喘息・アレル
ギー・アトピー



うずらの卵を用いて開発されたサプリメント（２）

ハイドロックス社は独自の精製法にて有効な水溶性ペプチドを抽出

ハイドロックス Quelet FX U10 (キューレ) 30ml 化粧品
国内産うずら卵殻膜をナノパウダー化し水溶化しました。
卵殻膜エキス(ペプチド)・褐藻抽出物(フコキサンチン)など

卵殻膜ペプチド- F (ESMP-F)



ウズラ卵の栄養価・機能性（まとめ）
〇古くから滋養強壮の食材として知られている。

〇良質なたんぱく質を含み、ビタミン、ミネラル等の栄養価が高く、

優れた栄養食品である。

〇ウズラ卵は健康な皮膚・髪・爪を作り、エネルギー代謝を促進す

るビタミンB2が豊富に含まれているため、美容効果、アンチエイ

ジング効果がある。美容効果のサプリが開発、販売されている。

〇ウズラ卵では、アレルギーの原因物質とされる「オボムコイド」が

人との親和性を持つため、アレルギー反応を起こし難い。うずら

卵から作成したサプリメントが開発、販売されている。

〇こだわった飼料・水の給与によって、ウズラ卵の栄養価をさらに

高めている。また、水煮・味付・燻製等の加工卵に機能性を付与

することも行われている。

〇ウズラ料理（レシピ）では、生卵、加工卵を使用した多くの種類が

知られているが、デコ弁、キャラ弁が注目されている。



ウズラ卵と鶏卵のビタミン・ミネラル含有量の比較

ビタミン 含有量 ミネラル 含有量

鶉卵 鶏卵 (倍) 鶉卵 鶏卵 (倍)

Ｂ12  (μg) 4.7      0.9     (5.2) ヨウ素 (μg)       140      17     (8.2)

Ａ (μg) 350     140    (2.5) モリブデン (μg)           9        5      (1.8)

Ｂ1 (mg) 0.14    0.06   (2.3) 鉄 (mg)      3.1      1.8     (1.7)

Ｂ9 (μg) 91       43    (2.1) マンガン (mg)      0.03   0.02    (1.5)

Ｂ2 (mg) 0.72    0.43   (1.7) セレン (μg)         46      32     (1.4)

Ｂ6 (mg) 0.13    0.08   (1.6) 亜鉛 (mg)       1.8     1.3     (1.4)

Ｄ (μg) 2.5      1.8    (1.4) 銅 (mg)      0.11   0.08    (1.4)

Ｋ (μg) 15       13     (1.2) リン (mg)      220    180     (1.2)

カルシウム(mg)        60       51    (1.2)

カリウム (mg)       150    130    (1.2)

可食部100g当たり。七訂食品成分表 2017 より



脂質 : イギリスの医学雑誌「ランセット」に掲載

13～20% 20～30% 50～65%

(理想的な比率)

脂質の摂取が
多いほど(35%)
死亡率が低下
（長生き）する。
12.14の羽鳥モ
ニングショー。

出典：Life Balance （㈱ライフバランス）



HP：http://supplement.wpLx.jp/vitamin-5-4325



出典：Mineral Club (ミネラルクラブ)



ウズラの卵に含まれるビタミンの効能（１）

ビタミンＡ （レチノ―ル） ビタミンＢ12

わかさの秘密 ㈱わかさ生活（京都市）

ウズラ卵 350μg ＞鶏卵 140μg   2.5倍

ウズラ卵 4.7μg ＞鶏卵 0.9μg    5.2倍

可食部100g当たり



ウズラの卵に含まれるビタミンの効能（２）

ビタミンＢ1
１

ビタミンＢ9（葉酸）

わかさの秘密 ㈱わかさ生活（京都市）

ウズラ卵 0.14mg ＞鶏卵 0.06mg  2.3倍

可食部100g当たり

ウズラ卵 91μg ＞鶏卵 43μg  2.1倍



ビタミンＢ2

ウズラの卵に含まれるビタミンの効能（３）
ビタミンＢ6 ビタミンＤ

ビタミンＤ 1.4倍
ウズラ卵 2.5μg ＞鶏卵 1.8μg
ビタミンＢ2 1.7倍
ウズラ卵 0.72mg ＞鶏卵0.43mg
ビタミンＢ6 1.6倍
ウズラ卵 0.13mg ＞鶏卵0.08mg

可食部100g当たり

わかさの秘密 ㈱わかさ生活



ウズラの卵に含まれるミネラルの効能（１）

ヨウ素 モリブデン

わかさの秘密 ㈱わかさ生活（京都市）

ウズラ卵 140μg ＞鶏卵 17μg   8.2倍

ウズラ卵 9μg ＞鶏卵 5μg   1.8倍、100g当たり

プリン体の取り過
ぎは高尿酸血症、
痛風の原因



セレン 鉄

ウズラの卵に含まれるミネラルの効能（２）

わかさの秘密 ㈱わかさ生活（京都市）

ウズラ卵 46μg ＞鶏卵 32μg   1.4倍 ウズラ卵 3.1mg ＞鶏卵 1.8mg   1.7倍
可食部100g当たり



ウズラ卵に含まれる不飽和脂肪酸の効能

ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸） ＥＰＡ（エイコサペンタエン酸)

脳・神経機能高揚、記憶力・判断力の向上。
アルツハイマー型認知症・血液改善の効果。

視力回復、アレルギー予防、精神安定。

ウズラ卵 240mg ＞ 鶏卵 120mg 2倍
青魚生(870～1600mg)  焼き(980～1500mg)  

わかさの秘密 ㈱わかさ生活（京都市）

生活習慣病の予防・改善効果。
炎症抑制、アレルギー症状緩和。
感染症予防、精神安定。

ウズラ卵 34mg ＞ 鶏卵－mg
青魚生(690～850mg) 焼き(560～900mg) 

可食部100g当たり

血栓作らせな
い成分が多い。
心筋梗塞予防。



ウズラ卵 デコ弁

うずら卵 デコ弁の画像検索結果より 抜粋



ウズラ卵 キャラ弁

うずら卵 キャラ弁の画像検索結果より 抜粋



大涌谷黒たまばくだん発売！

ウズラの玉子を丸ごとすり身で
包んだおでん種の「ばくだん」を
一口サイズに、イカスミを練り込
み、大涌谷たまソックリに仕上げ
ました。
お土産にお薦めの地域限定商品

鈴廣（すずひろ）かまぼこ㈱
神奈川県小田原市
HP : www.kamabi/co.com



うずら卵を魚肉で包んだ加工品

うずら卵入り「小桜たまご」 魚肉ねり製品

製造者 ㈱長谷井（はせい）商店（岡山市）

うずら玉（2個入） 名称：魚肉ねり製品
製造者 フジミツ㈱（山口市長門市）
原材料：魚肉・うずら卵・大豆蛋白・植物
油脂・卵白・でん粉・調味料・甘味料ほか

販売期間 11.24～12.26 



うずら卵の加工品（1）

うずら天 伏見蒲鉾（新潟市） うずら巻 ニッスイ㈱（岐阜県））

うずら包 カネテツデリカフーズ㈱（神戸市） うずら巻 カネテツデリカフーズ㈱



うずら卵の加工品（2）

うずら玉子のやさい揚げ丸玉水産㈱ 手包み揚げうずら ㈲川上食品（岡山市）

うずら巾着（3個） ㈲川上食品（岡山市） 丸玉水産えび玉（うずらの卵入り）(1個)

岡山県日本の
地方菓子
（倉敷市）
取り扱い：
正氣屋製菓㈱
（大阪市）



うずら燻製卵・味付き卵及び水煮卵を使用した中華丼

Kanpy燻製風味(4) 味付(6) 谷尾食糧工業㈱

中華丼（1個入） マルハニチロ㈱ 中華丼（3個入）グリコDONBURI亭 江崎グリコ㈱

中華丼（2個入） TOPVALU（トップバリュ）



うずら水煮卵を使用して作られた主な惣菜 各HPより引用

蒲サ食品
（愛知県
蒲郡市）

S & B
エスビー
食品㈱
[製造所]

マルハマ
食品㈱
（島根県
浜田市）



岡山市内のスーパーで販売されているうずら卵（1）



岡山市内のスーパーで販売されているうずら卵（2）



岡山市内のスーパーで販売されているうずら卵2連パック

伏見缶詰㈱ （新潟市） イオントップバリュ） 製造:静岡県の工場

㈱カネセイ食品 （静岡県藤枝市） 山和食品㈱ （山梨県甲府市）



ウズラの特性

〇我が国で唯一家畜化（家禽化）された家畜（家禽）である。

〇我が国には家禽ウズラの起源となった「渡り」の習性を持つ野

生ウズラが生息しているが、現在、絶滅危惧種となっている。

〇タンパク質、アミノ酸の要求量は鶏よりも高く、高タンパク質

（タンパク質含量CP 24%）の飼料が給与されている。

〇体の割に大きい卵（7%）を産む。これに対して鶏では3%である。

〇鶏と生理的、解剖学的に類似し、感染病に対して感受性を持つ。

〇体重は雌が雄に比べて重い。これは雌の生殖器官（卵巣・輸

卵管）及び肝臓等の重さに起因する。

〇小型で、飼育面積が少なくてすみ、飼料摂取量も少なく、単位

面積に多羽数を飼育できる。

〇成長、性成熟が早いことから世代回転が早く、家禽の実験動

物（モデル動物）として非常に有用である。

〇世界の53ヵ国で、ウズラの基礎・応用研究が行われている。



環境省レッドリスト2017の公表について

カテゴリー（ランク）の概要 鳥類 定 義

絶滅（ＥＸ） 13種 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。
野生絶滅（ＥＷ） 1種 (トキ) 飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに

外側で野生化した状態でのみ育成している種。
絶滅危惧Ⅰ類 54種 絶滅の危機に瀕している種
（ＣＲ＋ＥＮ）
絶滅危惧ⅠＡ類（ＣＲ） 23種 ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が

極めて高いもの。
絶滅危惧ⅠＢ類（ＥＮ） 31種 ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における野生

での絶滅の危険性が高いもの。
絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ） 43種 (ウズラ)   絶滅の危険が増大している種。
准絶滅危惧（ＮＴ） 21種 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件

の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能
性のある種。

情報不足（ＤＤ） 19種 評価するだけの情報が不足している種。
絶滅の恐れのある 2集団 地域的に孤立している個体群で、絶滅の恐れ
地域個体群（ＬＰ） が高い。

平成29年3月31日公表
別添資料5  環境省レッドリスト2017 http://www.env.go.jp/press/10388-print.html



環境省レッドリスト2017カテゴリー（ランク）の英名

絶滅 (EX)  :  Extinct   

野生絶滅 (EW) :  Extinct in the wild   

絶滅危惧Ⅰ類 :  Threatened 

ⅠＡ類 (CR)  :  Critically Endangered 

ⅠＢ類 (EN)  :  Endangered   

絶滅危惧Ⅱ類 (VU)  :  Vulnerable 

準絶滅危惧種 (NT) :  Near Threatened 

情報不足 (DD)  :  Data Deficient 

絶滅の恐れのある地域個体群 (LP)  : 

Threatened Local Population 
別添資料2: 環境省レッドリストカテゴリーと判定基準（2017）



全国鳥類繁殖分布調査 ニュースレター 創刊号（No.1） 2015年6月1日

減った鳥 増えた鳥 植田睦之: バードリサーチ
http://www.bird-atlas.jp/news/banews01.pdf



月形町
つきがたちょう

新篠津村
しんしのつむら

音更町
おとふけちょう 豊頃町

とよころちょう

稲敷市
いなしきし

稲敷市
いなしきし

坂井市

守谷市
もりやし

ウズラ調査マニュアル－環境省



2015年度（第30回）日本鳥類標識協会大会のご案内

大会開催のご案内 ≪抜粋≫
開催日：2015年8月29日(土)～30日(日)
会場：北海道道民活動センター(札幌市)
シンポジウム「標識調査による繁殖鳥
モニタリングの意義と利用」 講演3題、
一般講演11題。

写真1 繁殖期に捕獲されたウズラ 写真2 ヤブサメ幼鳥＜省略＞

北海道は、日本全土の約22%を占める自然豊かな広大な土地、豊富な農畜産物、
多くの野生動植物、バウダースノー等多くのイメージありますが、今回はその中で、
札幌市を中心にしたエリアで皆さんをお待ちしています。札幌市は・・・・（略）・・・
また、市中心部を一歩離れると、カッコーが飛び交い、オオジシギが急降下する

広大な草地にホオアカ、ノビタキ等が繁殖し、河川敷の草原、原野、牧草地では、
チュウヒ、オジロワシが飛翔し、エゾセンニュウ、コヨキリ、オオジュリン、ベニマレコ、
ウズラ等が繁殖しています。



減少しているウズラ（渡辺美郎）

全国鳥類繁殖分布調査

環境省の鳥類繁殖分布調査は1970年代と1990年代に行われた。

第3回目の調査が、NGOと環境省
の共同事業として2020年の完成
を目指して、スタートした。

これまでの調査は、環境省により
行われてきたが、次の調査を実
施できる予算の目途はたっていな
い。そこで、バードリサーチ、日本
野鳥の会、日本自然保護協会、
日本鳥類標識協会、環境省生物
多様性センターの共同事業として、
調査を実施する。

繁殖分布調査は、繁殖ランク別に5つに分かれている。
Ａ 繁殖を確認した。
Ｂ 繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある。
Ｃ 生息を確認したが、繁殖の可能性は、何ともいえない。
Ｄ 姿・声を確認したが、繁殖の可能性は、おそらくない。
Ｅ 生息は確認できなかったが、環境から推測して、繁殖
期における生息が考えられる。

全国鳥類繁殖分布調査 http://bird-atlas.jp/



世界におけるウズラの研究
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ウズラの研究を行っている国（大陸別）
アジア 中南米アメリカ ヨーロッパ 中 東
インド アルゼンチン スロバキア イスラエル

インドネシア コロンビア チェコ イラク
韓 国 チ リ ドイツ イラン
スリランカ ブラジル ノルウェー サウジアラビア
タ イ ベネズエラ ハンガリー トルコ
台 湾 メキシコ フランス ヨルダン
中 国 ブルガリア
日 本 ヨーロッパ ベルギー アフリカ

パキスタン イギリス ポーランド ウガンダ
バングラデシュ イタリア ポルトガル エジプト
フィリッピン ウクライナ リトアニア ザンビア
マレーシア エストニア ロシア スーダン

ギリシャ タンザニア
北アメリカ スイス オセアニア ナイジェリア
アメリカ スウェーデン オーストラリア 南アフリカ
カナダ スペイン ニュージ―ランド 53ヵ国



ウズラ産業の動向とウズラの特性（まとめ）

〇鶏鳴新聞の特集記事からも明らかなように、わが国におけるウズラ産業は存続の危機に

あるが、これまでも色々な取り組みがなされてきており、今後も多くの魅力ある取り組み

が出来れば未来ある産業になっていくと思われる。

〇飼料費、燃料費、人件費さらには輸送費の高騰および飼養羽数、卵の生産量の減少によ

り、ウズラ卵の卸値は過去26年間で最も高い値、219円（豊橋市場・30個）となっている。

〇キューピー㈱が12月1日から自社製品の販売価格の値上げを予告したが、12月中旬に

行ったスーパーの調査で1店舗（12月1日値上げ）を除いて値上げは確認できなかった。

なお、値上げ幅分はスーパー・鶏卵問屋が負担しているのが現状である。

〇ウズラにまつわる逸話として「うずたま屋」のホームページを紹介したが、ここでは関連の

文献資料（国立国会図書館）も閲覧できるようになっている。

〇ウズラ卵は鶏卵に比べて栄養価（ビタミン・ミネラルなど）が高く、生卵、水煮、燻製卵、惣

菜の他、サブリメント（疲労回復・アレルギー予防）としても利用され、今後も期待される。

〇スーパーでのウズラ卵の販売加工品の動向として、ウズラ卵の特徴を生かした新商品、

ウズラ卵を魚肉や蒲鉾で包んだ加工品や箱入りの総菜（中華丼など）が多くなっている。

〇家禽化ウズラの起源となった野生ウズラは絶滅の危機にあり、その保全は遺伝資源の

保存の観点からも重要な課題となっている。

〇ウズラ（学名:Coturnix coturnix japonica）は53ヵ国で研究がなされている。研究論文の数は

アメリカが最も多く、続いて日本、トルコ、カナダ、フランスの順になっている。


