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II. II. II. II. 育成育成育成育成（（（（4444----12121212 ヶヶヶヶ月月月月））））    

    

①①①① 飼育環境飼育環境飼育環境飼育環境    

4 ヶ月齢を越えたオーストリッチは、その消化器官がオーストリッチ特有の機能をほぼ備え

ている。それが意味するところは、① 粗飼料中心の飼育が可能、② 大きな容積を持つ醗酵

槽として大腸が機能している、③ 消化器官の容積が大きくなり、機能が発達することで、成

長に必要な栄養量を十分賄える飼料摂取量を確保できる。つまり、これまでの摂取エネルギ

ーが不足しがちなステージから、成長に必要なエネルギーを摂取エネルギーが上回るステー

ジに入る。 

 

ａ．育成前期と後期 

    このステージは 2 つの期間に分けて飼育環境を考える必要がある。雛から育成への移行期

間として① 前期（4-6 ヶ月齢）と② 後期（7-12 ヶ月齢）である。 

① 育成前期 

 12 ヶ月齢までの体重の増加経緯を見ると、この前期は後期に比べより急速な増加が見られ

る期間である。十分な飼料摂取量と消化効率の向上が達成されているとはいえ、この急激な

成長を順調に進めるには、成長のために使われるエネルギー以外のエネルギーの損失を極力

少なくする必要がある。このエネルギー損失を引き起こす一番大きなストレスは体を湿らせ

る、濡らすことである。雨にあたったり、パドックの水溜りや湿った床で羽や腹が濡れると、

その水分が蒸発するときの気化熱で体温が奪われ、それを補うためにエネルギーが消費され

てしまう。このエネルギー損失は非常に大きく、十分に注意する必要がある。この月齢まで

くれば、死亡してしまうような深刻な状態に陥る危険性は少ないが、健全な発育という視点

からはその後の成長を決定づける大変重要な時期である。しいて言えば、設備の不備で、事

故による傷害に配慮する必要がある。 

② 育成後期 

適切な飼料と事故でもない限りは、多少のストレスは克服できるステージである。飼料摂

取量も十分に多いので、飼料中の栄養素濃度も低くていい。それは価格の高い購入飼料を用

いるのではなく、自給の安い飼料が給与できることになる。12 ヶ月齢までにかかる飼料コス

トを考える時、年間の 60％以上のエサを食べるこの期間の飼料コストをいかに低く抑えるか

が育成原価を最小にする要である。しかしビタミン、ミネラルは自給飼料では十分に給与す

ることは難しい栄養素なので、JOC の専用ビタミン・ミネラルプレミックスの使用を勧める。

以上の特徴を考慮に入れて、飼育環境の整備を行う。 

 

ｂ．温度 

 冬の北海道から夏の沖縄まで、特別な温度管理は必要ない。大腸での醗酵熱、十分な飼料

摂取量などで環境温度に対する対応力を持っている。 

 

ｃ．湿度 
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 温度と同じく日本中のどの季節もその環境湿度での飼育が可能である。 

 

ｄ．通気 

 新鮮な空気は、どのステージにおいても大切だが、屋外のパドックを整備し、畜舎も開放

的な構造で建設すれば特別な配慮は必要がなくなる。 

 

ｅ．床およびパドック 

 畜舎内部は砂が望ましい。要求される条件は、水はけが良い、掃除がし易いことである。

パドックは十分な水勾配が付けられ（畜舎は勾配の上手）、水はけが良い（水溜りが出来ない）

という条件が必要とされる。 

 

ｆ．設備と生活環境 

 畜舎については、前期と後期を連続的に同じ施設で飼育することを前提に考える。4ヶ月齢

から 6 ヶ月齢までは、特にオーストリッチを雨に濡らさないことが重要である。畜舎内部の

床が濡れていない状態を保つこと、そして風が直接体に当らずに休息できるスペースを確保

することが大切である。 

① 畜舎・・・片屋根。巾 3m～5m。軒高 上手（パドック側）3.5m 以上 下手 2.5m 以上。

パドック長さ 25m 以上。畜舎巾は羽数に合わせ、1 羽当りの飼槽巾を考慮して設

計する。 

② 飼槽・・・奥行き 40cm 以上。高さ 40cm 以下。長さ 30cm／羽当り。掃除が簡単に出来る素

材と構造とする。 

③ 水槽・・・飼槽からは遠く離して設置し、掃除がしやすい素材と構造にする。くちばしに

付いた飼料の残渣が水槽内に入るので、水槽は毎日掃除を行う。オーストリッ

チは本来砂漠の動物で、水をあまり必要としない。尿の状態を観察して（オー

ストリッチの特性の項参照）余分な水を給与しないように注意することが重要

である。 

 

ｇ．群の中のストレス 

 自然界では起こらない、狭い領域の中での集団（群）の生活はオーストリッチにストレス

を与える。ストレスを受けている状態は、羽つつきや施設の一部を頻繁に突っつく行動で確

認できる。雛のようにそのストレスが原因で死亡するような事態にはならないが、食滞、成

長不良などを引き起こす。特に群の構成が月齢の異なるオーストリッチの組み合わせの場合

は飼育密度を低くしたり、1 羽当りの飼槽スペースを広く取る必要がある。また、給餌は不断

給餌といつでも同じエサが食べられるように全ての飼料を混合して給与する事が必要となる。 

「観察のポイント」 

① 羽や異物へのつつきがあるか、無いか。 

② 糞の形状による採食状況の判断・・・採食量が十分かどうかの判断 

  1 回の排糞量が少ない場合は、採食量が十分でない。 
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  糞の水分が少なく、コロコロ（羊の糞の様）している場合も採食量が少ない。 

 

ｈ．管理者がオーストリッチに与えるストレス 

 人に対してどの位ストレスを感じているかは、「逃走距離」でおおむね判断できる。つまり、

管理者が近づいた時、どこまで近づけるか、この距離が 1 つの目安となる。また、逃げてゆ

く時にどこまで逃走するか、その逃げていって止まった所までの距離がオーストリッチにと

って安全と考える距離なので、逃走距離が短いほど、人に対してストレスが少ないと判断で

きる。こうした人に対してストレスを感じるかどうかは、4 ヶ月齢までにほぼ決定してしまう。

この 2 つの距離は、管理者のオーストリッチに対する接し方の良し悪しを判断する上でも 1

つの物差しとなる。 

    

②②②② 給餌給餌給餌給餌（（（（飼料飼料飼料飼料） 

 

ａ．飼料のセンイ、脂肪の消化率は週齢と共に向上している 

 オーストリッチは週齢が進むに従い、腸が草食動物に最適になるよう大腸を中心に発達し、

それに伴いセンイと脂肪の消化率が向上していき、成オーストリッチになったときには、糞

には何も栄養素が含まれていない状態にまで到達する。成オーストリッチの糞は主にリグニ

ンのみで、栄養素は何も含まれていないので、糞にはハエもウジも発生せず、臭いのない特

色のあるオーストリッチの畜舎環境となる。この腸の発達のためには、雛時代から飼料にセ

ンイ類がかなりの量含ませており、週齢とともにその量を少しずつ多くしている。センイ類

の腸内発酵により生産される揮発性脂肪酸（VFA）が腸の発達を促進すると考えられている。

従って、発育中のセンイ類の存在は、如何に腸の発達に重要か理解されよう。 

 成長中のオーストリッチの結腸に VFA、特に酢酸が生産されている（これは飼料の植物細胞

壁の成分が主に発酵したことを示唆している）のを報告したのは Swart(1988)であり、kg あ

たり 340ｇのアルファルファを含んだ飼料で、ヘミセルロースが 0.66、セルロースが 0.38 の

消化率であった。Swart(1988)は、センイ発酵の最終生産物は VFA であり、成長中のオースト

リッチの維持エネルギーの 76％は VFA の供給によると結論した。この寄与率は反芻動物であ

るウシの VFA のエネルギー寄与率とほぼ同じ数値であり、高い数値である。オーストリッチ

が草食動物であり、粗飼料が如何に重要かを示している。 

 Angel(1993)は、7.3%の脂肪（ダイズ粕）と 33.9％の NDF(中性デタージェント・センイ；

セルロース、ヘミセルロース、リグニンが含まれている)を含む飼料を用いて、週齢に伴う見

かけの代謝エネルギー値を測定した。見かけの代謝エネルギー、脂肪および NDF 消化率は週

齢と共にかなり上昇し、10 週齢以降も上昇を続けるが、その上昇は少しゆるやかとなり、17

週齢まで続いた。この研究から、ニワトリの ME 値でオーストリッチのエサの ME 値を計算す

ると、40％位低く見積もることになることが示された（表１参照）。 

 

ｂ．草類給与量は週齢に応じて増やして行く 

 すべてのオーストリッチの飼料に、最低10％のセンイが必要である（Huchzermeyer, 1998）。 
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表１ オーストリッチの週齢による ME 値、NDF 及び脂肪の消化率推移  (Angel, 1993) 

異符号間に 5％の危険率で有意差あり。 

 

飼料に含まれるセンイ源である草類の給与は、加齢と共に給与量を増やし、4-6 ヶ月齢（体重

45-70kg）では栄養素要求量の 28％の草類給与、6-10 ヶ月齢（体重 70-90kg）では 50-55％草

類給与が適切で、体重 95kg 以上では栄養素要求量の 60％は草類とするのがよい（Cilliers, 

1989）。このように加齢と共にセンイ類を増やすことにより、腸管組織が発達し、腸内発酵が

順調に行われるように腸内細菌叢も増えて、VFA 生産が順調に増加し、VFA 自身が腸管組織の

栄養になって腸粘膜層、腸絨毛を健全に発達させ健康に保つことに役立つほか、オーストリ

ッチのエネルギー要求量の多くを VFA が満たして、草食動物としての消化（粗センイの発酵）

が完全に行われるようになる。 

 

ｃ．飼料の切り替えは 5-7 日以上かけること 

 飼料の消化管通過速度に時間がかかるので、飼料の消化管内での入れ替わりは非常にゆっ

くり行われ、5-7 日以上かかる。ここがニワトリなどの鳥類と違う大きな点であり、既に雛の

うちから下部消化管が腸内細菌叢との共存で、腸内発酵を始めているのである。発酵には発

酵熱を伴うので、オーストリッチの腸を暖めるという作用もある。急速な飼料の切り替えは、

オーストリッチが新しい飼料を認識するのとそれに応じた腸内細菌叢ができるのに時間がか

かるため、飼料摂取行動に問題を起こして、十分に飼料を食べない結果となる。飼料の種類

（含まれている成分）により、腸内で生産される VFA の量によって pH環境が変わることもあ

り、これにより腸内細菌が影響を受けて腸内細菌叢が変わり、下痢や死亡に発展することが

ある。オーストリッチをよく観察していることが必要で、もし消化管の調子が悪くなれば消

化管の蠕動運動も少なくなり、このため適切な腸内発酵が行われなくなり、下痢を起こす。

発酵にはその性質から非常に時間がかかる。雛を移動させたり、他のストレスに暴露したり

すると、オーストリッチは気分を壊し、蠕動運動が減少するので、腸の調子がおかしくなる。 

 オーストリッチ雛が大きくなると、エサ箱も大きいのが必要になるが、新しい大きなエサ

箱の導入を古いエサ箱を残したままで行うのが重要である。そうすればオーストリッチは新

しいエサ箱を認識するまでは、以前のエサ箱からエサを食べることが出来る。    

 

ｄ．飼料要求率の推移と低い ME の利用性 

 飼料要求率は、1kg の増体重に何 kg の飼料が必要かを示す数値であり、飼料効率の丁度逆

齢 ニワトリの ME 値 オーストリッチの ME 値 NDF 消化率 脂肪消化率 

 

3 週齢 

6 週齢 

10 週齢 

30 ヶ月齢 

(kcal/kg) 

1983 

1983 

1983 

1983 

(kcal/kg) 

1731a 

2337b 

2684c 

2801d 

    (%) 

   6.5a 

  27.9b 

  51.2c 

  61.6d 

  (%) 

 44.1a 

 74.3b 

 85.7c 

 92.9d 

平均値の標準誤差 - 75   4.5  3.7 
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数である。従って飼料要求率は低い数値であればそれだけ効率がよいと言うことになる。週

齢の伴う飼料要求率の推移は次のようである(Cilliers, 1995)。 

 孵化-4ヶ月齢      2:1 

  4 ヶ月齢-6 ヶ月齢   3.8：1 

 6 ヶ月齢-10 ヶ月齢   5.5：1 

  10 ヶ月齢-14 ヶ月齢     10:1 

 上記の数値から 4 ヶ月齢までは 2 と非常に少なく、飼料は食べたものの半分が体重に移る

という高い効率の時期であり、この時期の摂取量不足による成長不良はあとで取り戻すこと

が難しいことを考えると、飼料の不断給餌の重要性、必要性がよく理解できる。 

 10 ヶ月齢以降では極端に飼料要求率が高くなる（飼料効率が悪くなる）ので、肉用オース

トリッチの出荷は 10 ヶ月齢となっていることも、この数値から理解できる。 

 大きくなったオーストリッチがなぜ飼料要求率が高いかについては、オーストリッチは代

謝エネルギー(ME)の利用率が良くないからとエネルギー代謝の研究から示されている。

Cilliers(1995)は、70kgから75kgのオーストリッチを使ってMEの利用率を調べ、0.414、0.426

および 0.443 の 3 グループがあったと報告している。これらの数値は他の品種の動物、例え

ばブロイラー0.72、子豚 0.72 および仔牛 0.62 に比較してかなり低い。Chwalibog(1991)が

0.3-1.2kg のオーストリッチ雛で測定した ME 利用値は 0.52 であり、Cilliers(1995)が大きく

なったオーストリッチで測定した値と良く一致した。 

 

 

ｅ．オーストリッチ 4-12 ヶ月齢の飼料配合の基本組成  

                    (Cillier et al., 1994 を改変) 

成分 4-6 ヶ月齢 6-10 ヶ月齢 10-14 ヶ月齢 

(g/kg, 90%DM) グローワー フィニッシャー P フィニッシャー 

アルファルファ 428.0 812.0 884.6 

黄色トウモロコシ 463.5 172.7 100.0 

トウモロコシ油   0   0   0 

大豆粕 30.0   0   0 

魚粉 59.0 0     0 

第２リンカル 11.0 11.0 11.2 

炭酸カルシウム 3.0   0   0 

メチオニン 1.0 1.8 1.7 

ビタミンミネラル 4.5 2.5 2.5 

アルファルファ乾草   0   0   0 

栄養含量    

AMEn MJ/kg 10.5 9.2 8.5 

タンパク質 g/kg 155.0 140.0 120.0 
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ｆ．グローワー用飼料の組成 

 JOIN グローワー用飼料（16 週齢以降）の組成は次のようである。 

 

原料 重量（ｇ） ％ 

黄色トウモロコシ 

ダイズ粕 

魚粉(CP65%) 

アルファルファミール 

第一リン酸カルシウム 

炭カル（粉末） 

食塩 

JOC103 プレミックス 

470.0 

25.0 

60.0 

435.0 

12.0 

12.0 

2.0 

3.5 

0.4610 

0.0245 

0.0589 

0.4267 

0.0118 

0.0118 

0.0020 

0.0034 

総計 1019.5 1.0000 

    

    

 

ｇ．給餌（飼料） 実際の配合例 

 

例 1 

飼料名 1 日 1 羽あ 

たり給与量 

備考 

粗飼料 

 放牧（クローバー・イネ科混播） 

 

濃厚飼料 

 ルーサンペレット 

 圧片トウモロコシ 

 ふすまペレット 

 圧片大麦 

 エン麦 

 大豆粕 

 ビートパルプ 

貝殻 

ビタミン・ミネラル混合物 

 

飽食 

 

1.5kg 

  (600g) 

(200g) 

(100g) 

(200g) 

(50g) 

(200g) 

 (100g） 

若干量 

10g 

草が足りないときには青刈り牧

草給与、舎飼期はラップサイレー

ジ給与 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾燥した貝殻を砕いて与える 

JOC105 プレミックス 
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例 2 

飼料名 1 日 1 羽あ 

たり給与量 

備考 

デントコーンサイレージ(細断) 

ルーサン乾草（細断） 

粉砕トウモロコシ 

なたね粕 

リンカル 

ビタミン・ミネラル混合物 

3kg 

700g 

300g 

500g 

20g 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

 

JOC105 プレミックス 

 

 

 

例 3 

飼料名 1 日 1 羽あ 

たり給与量 

備考 

生オカラ 

圧片トウモロコシ 

イタリアン生草 

サツマイモ蔓 

ビタミン・ミネラル混合物 

3.3kg 

0.3kg 

3kg 

0.5kg 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

JOC105 プレミックス 

 

 

 

例 4 

飼料名 1 日 1 羽あ 

たり給与量 

備考 

米ぬか 

くず大豆 

くず米 

産卵鶏用配合飼料 

生オカラ 

生イネ科牧草 

ビタミン・ミネラル混合物 

500g 

100g 

100g 

500g 

1,000g 

1,000g 

6g 

全てをよく混合して給与する。 

 

 

 

 

 

JOC105 プレミックス 
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③③③③ 飲水飲水飲水飲水                                                                            

 この項目については、特にオーストリッチが砂漠の動物である事を強く認識すべきである。

というのも、全国の飼育現場において、水の給与方法の間違いがオーストリッチに害を及ぼ

している状況を数多く見ることが出来るからである。まず、水の多給による害について説明

する。 

 

ａ．多飲は多尿になる・・・水をたくさん飲んで、たくさん尿をすることが害であるという

認識が持たれていないのではと推測される。別の項でも触れたが、水は主に腸から吸収され、

血管を通して腎臓でろ過され、尿として排出される。水をたくさん飲むということは、この

代謝をたくさん行う必要があり、そのための多くの不必要なエネルギーを消費し、各種のミ

ネラルを損失することになる。 

 

ｂ．多飲は熱射病を誘発する・・・意外かもしれないが、高温の気候や環境は、汗腺を持た

ないオーストリッチには厳しい状況であると言える。特に日本のような湿度の高い気候条件

では、体の表面からの気化熱による体温発散が出来にくいのでなおさらである。雛から 4 ヶ

月齢までは、体温が雛で 39.2℃、4 ヶ月齢でも 38.8℃と高く、体温の上昇は致命的になる可

能性がある。また特に脳には、長い首を通って血液が供給されるので、体温の上昇、従って

血液温度の上昇は脳の機能に障害を起こしてしまう。オーストリッチが暑い季節に水溜りが

あると首の付け根や首をしきりに冷やそうとするのは、こうした血液温度を効率よく下げる

ための行為である。この高温に多飲が加わると、尿中にナトリウムが大量に流出し、熱射病

を誘発することになる。 

 

ｃ．水槽の設置場所の不備・・・水槽と飼槽を並べて設置することが多いが、オーストリッ

チは採食時に水を必要としないので、飼槽のそばに水槽がある必要は無い。それはかえって

悪い状況を作り出す。まずエサが濡れ、飼槽周辺も濡れることによって、カビや腐敗の原因

となる。さらに水槽にエサの残渣が入り、水を汚染することになる水槽は飼槽から遠く離し

て設置すべきである。 

水槽の設置場所の条件を以下に示す。 

① 飼槽からできるだけ離れた場所に設置する。 

② 屋根は不必要である。 

③ 飲み口の広さは、四角であれば 40cm 四方、丸であれば直径 40cm 最低必要である。 

④ 水道での自動給水であれば、深さは最低 20cm 必要である。 

⑤ 水道設備のない、貯留式の場合は 2ℓ／羽／日を目安に容量を決定する。 

⑥ 柵やフェンスの外側に設置する。（掃除が容易） 

⑦ 簡単に掃除ができるような構造にする。（排水口の取り付け。内部の掃除がしやすい素

材の選択。） 

⑧ 隣合わせのパドックがある場合は、境界に 2箇所共有で設置が可能である。 

水分のある飼料（生牧草、サイレージ、野菜、おから等）を給与している場合は、さらに
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水の必要量は減少する。例えば水分 90%の野菜を 1kg 給与していれば、水を 900g 飲んだのと

同じことになる。 

 

④④④④ 糞尿糞尿糞尿糞尿    

    

ａ．糞尿はしっかり観察する。・・・糞尿はオーストリッチの健康状態や採食状況などを知る

上で大切な観察対象である。毎日の管理作業の中で糞尿はしっかり観察する必要がある。 

糞尿の観察のポイントを以下に示す。 

①1 回に排出する糞の量・・・自分の牧場で一番量の多い糞を基準にそれより少ない場合は

どの個体が少ないのか注意が必要で、採食量が少ないこ

とを示している。 

②糞の形状と硬さ・・・十分な粗飼料（飼料中 60％以上）

が給与されていれば、太くて円筒形の糞をする。12 ヶ月

齢で 1 回の重量は 600g 前後である。硬さは犬の糞より少

ししっとりしている状態が通常である。 

1 回の排出量が少なく、細い場合は採食量が少ないこと

を示している。飼料が連続的に十分な量が採食されてい

ないので、腸管内に空間が出来て、排出量が少なくなっ

てしまう。またヒツジのようなコロコロした糞の場合は

穀類が多給されている場合と採食量が少ない場合、そし

て食滞になりかけている場合が想定される。 

下痢は病的な事が考えられるので病気、事故の項を参照。 

③尿は③③③③飲水飲水飲水飲水の項参照 

 

ｂ．糞尿の処理・・・4ヶ月齢以上のオーストリッチの糞には他の家畜と異なり、窒素が殆ど

含まれていない。これはオーストリッチの飼料消化能力の高さを示しているが、堆肥化する

場合はこの糞だけでは微生物の発酵基材がないため、醗酵しない。米ぬかなどの添加が必要

になる。一方、直接畑に散布する場合は、大量に散布しても他の家畜の糞と異なり窒素過多

による弊害は起こらない。 

    

⑤⑤⑤⑤    衛生衛生衛生衛生・・・・防疫防疫防疫防疫    

    

ａ. 基本事項と感染症の侵入防止    

衛生・防疫に関する注意事項は、前述の I. I. I. I. 育雛育雛育雛育雛のそれと同様である。オーストリッチ育成

段階においても、農場への病気の侵入防止につとめる。防鳥ネットを設置し、エサ場、水飲

み場を野鳥や野生動物から隔離する。また、農場内を消毒するためには消石灰を地面に散布

するのが一般的だが、雨に当たるとその効果が失われるので、頻繁に散布する必要がある。

雨の当たらない場所や、屋根のついた通路などの消毒には好適である（付図）。 

正常正常正常正常なななな糞糞糞糞（（（（上上上上））））ととととコロコロコロコロコロコロコロコロのののの糞糞糞糞
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 外来者の農場への立ち入り、外来車両の乗り入れは、必要な場合のみに制限する。 

 飼育管理においては、前述の基本事項を守る。 

 

 
 
防鳥ネットの設置。パドックや飼育室内への野鳥の侵入を防いで，オーストリッチと直接接触すること

を避け，また、餌場や水飲み場が病原体に汚染することを防止するために，防鳥ネットで飼育場を囲う

意義は大きい。 

 

 
消石灰は雨に当たるとその効果が失われるので、頻繁に散布する必要がある。しかしこのように，屋根

のついた通路や、雨の当たらない場所などの消毒には好適である。 

 

ｂ. 感染症 

 気をつける感染症として、以下があげられる。ニューカッスル病（ウイルス病；重度の呼

吸器症状、高死亡率）、インフルエンザ（ウイルス病；元気消失、緑色尿、死亡率が低いこと

があるので注意）、ポックス病（ウイルス病；食欲不振、水分不足、体表の水疱形成、致死）、

サルモネラ症（細菌病；不顕性感染、すなわち発病はしないが若齢雛に感染して発病させる）、

カンピロバクター症（細菌病；元気消失、腸炎、下痢、緑色尿）、マイコプラズマ症（細菌病；

かぜの症状、鼻水、異常呼吸）、大腸菌症（細菌病；腹腔臓器の感染、腸炎、ペンギン様歩行）、

伝染性コリーザ（細菌病；呼吸異常、鼻水）、壊死性腸炎（細菌病；下痢、腸炎、高死亡率、

急死）、結核（細菌病；持続的食欲不振、削痩、多尿）、アスペルギルス症（カビ；呼吸器症

状、成長不良）、カンジダ症（カビ；口内炎、成長不良）、クリプトスポリジウム症（原虫病；
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下痢、陰茎・総排泄腔突出、消耗）、黒頭病（原虫病；下痢、総排泄腔突出）、シラミ寄生（掻

痒、ストレス、羽毛脱落）、ダニ寄生（ストレス、羽毛脱落）。 

    

⑥⑥⑥⑥    日常日常日常日常でででで発生発生発生発生するするするする事故事故事故事故・・・・病気病気病気病気    

    

ａ．衰弱 

 オーストリッチは臆病で警戒心の強い動物であるが、その程度は個体ごとに異なる。舎外

での育成の期間は約 9 ヶ月と長く、この間多様な気候変動に遭遇する。特に台風に遭遇した

時はショック状態が長期化して食欲が廃絶し、衰弱する個体が多発する。台風来襲や大雪な

どが予報されたときは、屋内に移して飼育するべきである。 

育雛（1）前期、（2）後期の⑥ 日常で発生する事故・病気の項ａを参照  

 

ｂ．食滞（詰滞）と異物詰滞 

 オーストリッチは用心深い一方で好奇心旺盛な鳥なので、パドック内と周囲にある飲み込

める物全てが食滞と異物詰滞の原因になる。パドック内にはエサのほかに口にする物が無い

ようにするべきである。また、見学者による興味本位でのエサ与えで発症する例が多いので

対策が必要である。その他、エサ切れするような給餌では普段は食べない枯れ草を採食して

の発症例やグリット（小石）を与えないでの飼育でコブシほどのゴロ石を飲み込んでの発症

例がある。 

育雛（1）前期、（2）後期の⑥ 日常で発生する事故・病気の項ｂを参照 

 

ｃ．外傷（炎症、化膿） 

 この時期のオーストリッチの成長は速いので、安全であったフェンスやエサ場での施設が

成長に伴って危険になる場合がある。例として、小さい時にすり抜けていた隙間に挟まり、

身動きがとれずパニックで死亡することがある。また、フェンスの隙間に挟まって頸部に大

けがを負う事故が多発する。 

 万一の事故に備えて、設備を改善する。 

育雛（1）前期、（2）後期の⑥ 日常で発生する事故・病気の項ｃを参照 

 

ｄ．骨折、脱臼 

 この時期においても、給餌・給水容器での転倒や濡れた床面による転倒事故が多い。また、

施設の不備（隙間、鋭敏な突起部、段差など不適正な床面）や活力の異なる雛での過密飼育

でも発生する。予防対策としては設備の整備と床面の整備に注意を払うこと、給餌と給水の

容器はフェンス外に設置することである。 

育雛（1）前期、（2）後期の⑥ 日常で発生する事故・病気の項ｄを参照 

 

ｅ．その他の病気  

 育雛（1）前期、（2）後期の⑥ 日常で発生する事故・病気の項ｅを参照 


