I. 育雛
（1）前期；
前期；0-4 週齢
① 飼育環境
オーストリッチの育成過程で死亡率が一番高いのがこの 0-4 週齢である。この課題を克服
するためには雛達に関わるあらゆるストレスを低減し、雛達が安楽に暮らせる飼育環境をい
かにして提供するかにかかっている。そこで飼育環境の中で雛達にストレスを与える代表的
な要素について述べる。
ａ．温度
孵化器内（0‐2 日齢） 35℃でしっかり体を乾かす。湿度はその場所の環境湿度。
育雛舎（3 日齢以降）

休息場所（ヒーター下）は、2 週齢までは最低 32℃を確保する。
2 週齢以降少しずつ下げ、4 週齢までに休息場所（ヒーター下）25℃
となるようにする。

①管理の要点
温度管理の要点は新鮮な空気の供給と一定の温度を保つという、相反する条件をどうやっ
て満たすかにかかっている。その為には育雛舎は糞や尿のアンモニア、メタン等の悪い気体
をいち早く舎外に送り出す換気構造を持たせ、一方で大きな傘を持つヒーターで上から暖め、
コンクリート床に埋め込んだ床暖房による下からの暖気で挟み込んだ空間を快適温度帯とし
て、雛に供給することが大切である。
床が暖かいことの利点は、① 床が乾燥して雑菌の繁殖を防ぐ、② 床が乾くことでへその
緒が早く乾燥し、感染症を防ぐ、③ 雛の腹が温まり、卵黄の消化を順調にし、消化器官の活
動を助ける、④ 床から暖気が上昇するので、アンモニア等を素早く発散させる、等があり、
投資コストを凌ぐ利益が得られる。この方法は寒冷地だけのことではなく、九州などの温暖
地でも有効な方法で、南アフリカでも実施されている。⑤ 床温度が 25℃以上になると下痢が
多くなるという、海外の報告があるので、床温度が 25℃以上にならないように注意が必要で
ある。床温度 25℃以上になると多飲となり、腹を冷やして下痢になるのではないかと推察さ
れる。

傘付きヒーター

※傘を取付けて延長する。

床暖房付きコンクリート床

②観察のポイント
雛達が安心して心地よくしているかどうかは、雛達の活動内容を観察することで、温度管
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理の良し悪しが判断できる。雛達が何処で休息、睡眠しているかで、その場所が休息に適し
ていると判断できる。エサを食べるために何処まで移動しているかで、生活場所としての適
正温度帯が判断できる。上記の基準温度にとらわれず、雛を観察することによって適正温度
を判断することが大切である。
ｂ．湿度
孵化器内以外では基本的に外気湿度と同じで問題はない。しかし床は常に乾燥した状態を
維持することが条件となる。もし床が尿、水槽からこぼれた水分、吹き込んだ雨等により湿
っていると、地上数十センチ高で呼吸する雛達にとっては極度に湿度の高い、汚れた空気を
吸って呼吸することになる。
ｃ．通気（換気）
オーストリッチ雛の管理は、畜産動物の中で、ニワトリの様な完全施設型の飼育と、ウシ
の様な開放型の飼育の中間型と言えるだろう。新鮮な空気の供給は、健康な発育には、必須
の条件である。一方で温度管理の項で書いたように、このステージの雛達には、人工的な温
度管理が必要となる。かといって、空調や機械的な換気機能などを備えた施設では、コスト
が掛かりすぎる。そこで雛舎に必要とされる通気を実現するためには、意図的な換気構造を
持つ施設設計が必要となる。通気構造とその機能の代表例は 2 つある。
①

横断換気・・・屋根両側の棟下 30-40cm を建物の棟に沿って、連続的に開放する。屋

根をつたって外気が移動することで舎内に上昇気流を起こし、換気する方法である。
②

トンネル換気・・・建物妻部分の上部に換気扇を設置し、一方を吸気、他方を排気方

向に回転させ、内部の空気を強制的に入れ替える方式。棟の壁は全面閉鎖構造にする。

トンネル換気
トンネル換気

横断換気
横断換気

どちらの方法でも、屋根はトタンの下に断熱効果のある下地を敷設する。
「観察のポイント」
雛達の呼吸する高さの空気が新鮮であるかどうかを確認する作業が大切である。アンモニ
ア等を継続的に吸い続けると、健康を害することになる。
空気の動きは、お線香などの煙で、雛の口の高さの位置で換気されているか確認する。
ｄ．床及びパドック
舎内の床に求められる機能は、① 滑らない、② 細菌が繁殖しづらい、③ 掃除が容易、④
乾燥させ易い、⑤ 飼料が判別し易い、等が求められる。こうした条件を考えるとコンクリー
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ト床、次に砂が条件に合致する。床暖房があればこの機能はさらに高められる。
屋外のパドックについては、この期間は出来れば舎内での飼育が望まれるが、屋外での運動
を行う場合のパドックの求められる機能は、① 水はけが良い、② ぬかるまない、である。
もちろん雨の日は屋外での飼育は禁止である。こうした条件を考えると、砂か刈り込んだ芝
生のパドックが条件に合致する。
ｅ．設備と雛の生活環境
① 飼槽・・・この時期は飼料の殆どを床から食べる。従って、床が飼槽だと考え、飼料が採
取し易い床素材を選択する。しかしエサ箱からも食べる訓練が必要となる。そこでエサ箱の
形は、雛の歩行の邪魔にならず、床から高くても 5cm 以下の高さで、端を踏んでも反転せず、
踏んでも音がしない、足に傷害を及ぼさない形、素材であることが求められる。
② 水槽・・・オーストリッチは下嘴を下から突き上げて、下嘴と顎の下に水を溜め、首を持
ち上げて喉から胃へと流し込む。従って水槽は雛が下を向く位置に飲み口が位置する必要が
ある。水槽の高さはやはり 5cm 以下が適当である。奥行きは 10cm 以上欲しい。また設置方法
は足を掛けたりして、ひっくり返す恐れがあるので壁や床に固定することが良い。設置位置
はこぼした水がエサを濡らしたり、床全体が濡れないように、施設の端に設置するのが良い。
③ 壁・・・雛は壁なども頻繁に突っつく行動を行う。壁はその結果飼料や糞で汚れることに
なる。従って掃除や消毒の効果を高めるために、コーティング（ペンキ等を塗った）された
コンパネ、樹脂の板などが望ましい。こうした素材は湿りにくく、カビや細菌の増殖を抑え、
消毒効果も高い。
ｆ．群の中でのストレス
雛社会の中で考えなければならないのは、飼育密度である。1 週齢以上では、小羽数の場合
は寂しがり、仲間を探したりする行動が優先して、採食がおろそかになったりする。一方、
大羽数の場合に飼育密度があまりに混んでストレスが高まると、雛間の強弱が明確になり、
雛への攻撃的な「つつき」が発生したり、負け雛が出現し、採食出来ず弱ってしまうことが
ある。従って育雛舎の面積は雛の羽数によって面積を調節できる機能を持たせると良い。1 週
齢以下の場合はエサや水の給与も無く、また糞尿も少ないこと、また仲間が身近にいること
が大切なので、少し密度を高く飼育した方が良い。明確な適正密度を提示することは難しい
が、現場の優良事例から参考になる数値を示すと、① 10 羽以下の場合は 4 ㎡（1 週齢以下で
は 20 羽）
、② 50 羽で 36 ㎡等が機能している。
ｇ．管理者が雛に与えるストレス
管理者が雛に与えるストレスには、① 外から病原菌を持ち込む、② 雛がおびえるような
取り扱いや接し方、③ 周辺で騒音をたてる、④ 掃除が不十分、⑤ 給餌や給水が不十分、等
があげられる。それぞれの項目について詳細に述べると以下のようになる。
① 成オーストリッチから雛まで飼育している場合、一番病原菌に汚染されていないのは雛
ということになる。従って日常の管理作業の手順は最初に雛から始めるのが良い。この
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順番が守られない場合は、雛舎に入る時には靴や作業服の消毒や取替えが必要になる。
また、他の家畜を同時に飼育している場合は特に注意が必要となる。
② 雛を治療等何らかの理由で捕まえ、保持する時は、追いかけ回さずに静かに捕まえ、保
持は手のひらを広げ雛の腹を掌に当て、小指と親指の間に両足を挟む。放す時は保持し
ているのと反対の手を雛の胸に当てながら足を地面に付けて放す。前をふさがないで放
すと、逃げようとして急に走り出し、足などを痛める原因になる。また雛の生活する中
に、管理者が観察のために入るのが良い。静かに歩き、雛達が靴を突っつくなどする行
為があればストレスは与えていないことになる。
③ 管理者がたてる音、周辺での騒音、特に突然の大きな音は雛が驚き、走って壁にぶつか
ったりする。科学的な根拠は無いが、ラジオなどで放送を常に流しておくのも 1 つの解
決策になるであろう。
④ 掃除は毎日行う。タオル等で尿などの水分を吸収させている場合は、少なくとも 1 日 1
回は洗濯した新しいタオルに交換する。掃除が不十分だと尿のアンモニアを雛が大量に
吸収し有害となる。また食糞自体は害ではないが、頻繁になると、採食量自体が減少し、
上下両くちばしの裏側に糞がへばりつき、採食を妨げる。
⑤ 不断給餌が原則であるがエサが無い状態が続けば、他の雛をつついたり、食糞がひどく
なったりして、群全体のストレスが高まる。

② 給餌（
給餌（飼料）
飼料）、③
、③ 飲水、
飲水、④ 糞尿
ａ．給餌の基本は自由摂取
餌付けから3ヶ月齢までのエサの給与方法の基本
基本は
基本は自由摂取である。ある程度雛が大きくな
自由摂取
って脚に問題が出るのは、
「体重が重くなり過ぎて体重を支えるのに負荷がかかりすぎて脚に
問題が起きる」と考え制限給餌をしている方があるが、これは明らかに間違いである。3ヶ月
齢までのエサの給与方法の基本は自由摂取であることをまずもって銘記して頂きたい。自由
摂取でないと月齢に応じた成長が得られず、正常な体型にならず、その後大きくなっても何
かと問題が出てくる。
どのようなエサを自由摂取させるかについては、現状ではJOINスターターを用いることを
推奨している。なぜ自家配合を推奨しないのかといえば、ビタミン・ミネラルミックスの調
達が個人であまり多くない量で行うことになるので高価になるのと、その他の飼料原料は主
に輸入されているものであるので、飼料会社に委託配合をお願いした方が合理的・経済的で
あるからである。用いているビタミン・ミネラルの組成は最新の知識と充分な実績があるも
のを使ってあり、JOINスターターは自家配合で行うより遙かに値打ちに出来ており、これを
用いるのを勧めている。既に多くのJOC会員の皆さんにより、良い実績で実証されている。

ｂ．餌付け開始は5-7日齢から行う
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餌付けの開始は初生雛の0日齢からが良いと言うヒトもいるし、7日齢で大成功しているヒ
トもいる。
0日齢からの開始では、雛の栄養は体内の残存卵黄により行われているので、雛の血中遊離
脂肪酸量がまだ高く、そのため雛にあまり食欲が無いので、雛は周囲のものを興味本位で“つ
つく”ことはあるか、 積極的な“餌付け”が難しい。
自然界で卵を暖めているオーストリッチ親の行動観察から、最初の卵が孵化してから１週
間経ってもまだ孵化しない卵があっても、親はその卵を巣に放置したまま、既に孵化した雛
をつれて巣を離れることが知られている。親に連れられた雛たちは、そこでエサを探して餌
付けが行われる。この餌付けが行われるまでの雛の栄養は、雛の体内にある残存卵黄により
まかなわれる。もしこれより早く餌付けを行えば、残存卵黄があまり使われないことになり、
雛が大きくなっても残存卵黄が体内に残り、残存卵黄が微生物繁殖の絶好の場所となってし
まう。この孵化してから雛が約１週間のエサを食べないという期間は、雛が体内残存卵黄を
使う重要な期間と理解するのが合理的・科学的である。残存卵黄は雛に吸収されて血中遊離
脂肪酸量を高くするので、残存卵黄が盛んに使われている期間は雛にはあまり食欲は無いが、
残存卵黄が少なくなると血中遊離脂肪酸量が低くなり、雛にも食欲が出てくるので餌付けが
容易に出来ることになる。孵化してから5-7日齢までに初生雛の体重の約20％が減少するがこ
れは正常な体重減少であり、3ヶ月齢には体重35-40kgと成長する（Deemingら、1993，1996）
。
孵卵器に入れた時の卵の卵黄を100とすると、0日齢の雛の体内残存卵黄は22、2日齢で17、
4日齢で12、6日齢で8、8日齢で5、10日齢で2、12日齢で0であり、餌付け開始を7日齢で行う
のは生理的に見ても合理的と言えよう。世界では多くが初生雛から餌付けを行っているとい
う調査（Smith, 1995）もあるが、自然界では0-7日齢である。人工孵化では生体内残存卵黄
を考慮に入れれば、5-7日齢が適切で餌付けがやさしい。生体内残存卵黄の重要性はニワトリ
よりも大きく、これは孵化時の雛自身の体重と残存卵黄の重さの比はオーストリッチでは
44：56であるのに対し、ニワトリでは54：46であることからも判る。オーストリッチ雛では
残存卵巣に頼る部分が大きいのである。
ｃ．3ヶ月齢までの飼料の自由摂取と飼料摂取量
エサをどのように与えるかは、オーストリッチは遠視であまり近くがよく見えないことを
理解して、エサ箱の両側にエサの山を作り、その山と山の間はエサ箱の底が見える程度にエ
サ箱にエサを入れるのがよい。エサ箱一杯にエサ
を入れると、エサをエサと認識できず何かの山と
認識するので、エサの場所が分からず、餌付けに
失敗しやすい。そのほか床一面にエサをばらまい
ておくことも必要である。雛のエサ摂取量は、量
的には床面からの方が雛の時には多いことを良
く知っておかなければならない。
雛がエサをついばむという行動を誘う要素は、
色、凹凸、輝きなどがある。色は白、凹凸はおそ
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雛の成長に伴う飼料摂取量の推移

らく影を認めて認識しており、スターターはクランブルペレットの方が認識しやすく、また
一粒の摂取で多様な栄養素が得られる。壁の穴からの日光が床に小さな光点を作ると盛んに
つつくが、これなどの意図的な利用法が考えられる。飼育管理者の朝一番の仕事は、エサ箱
にエサを補充するのと、床面にエサをばらまくことが必要である。
エサの摂取量は前頁下図に示すように、最初はあまり多くない。3日齢では一日数粒である。
このことからも餌付けが5-7日齢でよいことがお分かり頂けると思われる。
14日齢の雛でのエサ給与量は、1羽あたり両手一杯のエサを床に撒く程度で、1時間ごと、
あるいはそれより短い時間ごとに、床の上にペレットを撒き散らしてエサの給与を行うので
ある。14日齢雛のエサの摂取量は1日約80g、35日齢で体重約3.5kgでは1日あたり約190g食べ
る。体重6kgで1日あたり350-370gの飼料摂取量となる。
ｄ．水とエサの準備
孵化したオーストリッチ雛の最初の数週間はペレットに成型した飼料をエサ箱と同じよう
に床面にばらまく。エサ箱をいくつ準備するかは、エサを与える雛の大きさと数ならびにエ
サ箱の大きさによる。長さ 45cm のエサ箱であれば、5-6 羽の 5kg までの大きさのオーストリ
ッチに対応できる。もし囲いの中に 12 羽いれば、同じエサ箱を 2 個用意することになる。も
しエサ箱の長さが 12cm 以下であれば、エサ箱の数を増やして対応する。オーストリッチが大
きくなるにつれ、エサ箱の数を増やして対応するか、エサ箱の数は同じで長いエサ箱を用意
することになる。
水は用意すると直ぐ飲むので、水飲みの準備はそれほど重要とはならない。体重 5kg のオ
ーストリッチ 12 羽で長さ 45cm の水飲み 1 つで対応できるが、オーストリッチが大きくなる
に従い、もう少し深くて長い水飲みが必要となる。子豚用水飲みが体重 5kg のオーストリッ
チに導入出来るが、それまであった水飲みは新しい水飲みをすべての雛が受け入れるまで、
これまで同様に設置しておく。
1 日 1 回はエサ箱および水飲みは空にして、清潔にする。エサ箱、水飲み共に消毒液の入っ
たぬるま湯につけて、堅くなった飼料や付着した糞などを柔らかくして、こすり取って、水
ですすぐ。エサ箱を乾燥させてから、ペレットを入れる。

ｅ．エサ箱と水飲み・・・白色のプラスチックか金属製がベスト
エサ箱と水飲みをどのように提供するかと言うことは、これらが食べたり水を飲んだりす
ることを刺激するからで、非常に重要なことである。オーストリッチのエサと水を入れる箱
の条件は、鋭い角が無く、また、頭や脚が入って突き刺さる様な大きな穴が無いことが必須
である。オーストリッチ雛は非常に好奇心が強い動物なので、鋭い角があったり、頭や脚が
入る大きさの穴があると傷ついたり、突き刺さったりして、不必要な傷をしてしまう。エサ
箱と水飲みはすべて清潔にしなければならないので、洗浄液や消毒液が使えるものでなけれ
ばならない。
白くて、
くて、底が平らな、
らな、家庭で
家庭で使う深さ 5cm ぐらいの溝
ぐらいの溝のようなもので出来
のようなもので出来た
出来たエサ箱
エサ箱や水飲
みにプラスチック
ヶ月齢までのオーストリッチ雛に非
みにプラスチックの
プラスチックの脚（台）を接着剤でつけたもの
接着剤でつけたものは、3
でつけたもの
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常に効率的である。サイズは幅 10cm、深さ 5cm で長さは 30、45 および 60cm またはそれ以上
（写真参照）であり、この長さは何羽の雛を入れるかによって決められる。
長さ 60cm では 4 週齢の雛 10 羽が容易に受け入れられる大きさである。雛が大きくなれば、
もっと長い箱にするか、あるいは箱の数を増やして対応する。

プラスチック製
プラスチック製のエサ箱
エサ箱および水飲
および水飲み
水飲み
エサ箱、水飲みに適した他の入れ物は、犬用
犬用の
犬用の丸い鉢や花用の
花用の水受け
水受け皿などがあるが、こ
れらは深すぎない（8cm 以下）ことが重要で、水飲みには浅すぎ（4cm 以上）てもいけない。
エサ箱、水飲みは床の上に置き、オーストリッチはその上を歩くので、材質
材質は
材質はプラスチック
か金属がエサ箱や水飲みの材料として最適である。陶器で出来た入れ物は、ひっくり返され
金属
て壊れることが避けがたいので、使わない方がよい。踏みつけられたり、つつかれたりして、
容易に壊れたり、分解したりするものは良くない。壊れたものの一部がオーストリッチ雛に
食べられることは避けられず、これが原因で腺胃が閉塞したり、穴があいたりしたりする。
エサ箱や水飲みの色は重要である。緑色はオーストリッチを非常に刺激し、エサよりもエ
サ箱に興味を示してしまう。白色がエサ箱や水飲みの色として最高であることが分かってい
る。白以外の色は、中身のエサや水の色との対比がハッキリしないので、オーストリッチは
興味を示さない。
ｆ．コンクリート床と清掃方法
コンクリート床の清掃とは、清掃を行う数時間前からたまった糞を除去することを意味し
ている。床上をこすってきれいにし、シャベルで集める。床上にブラシをかけることにより，
ホコリやエサの残りを集めることが出来る。糞や残食の除去は空気中へのアンモニアの形
成・放出を防ぐことになるし、高レベルの細菌増殖を防ぐことにもなる。これらの細菌はオ
ーストリッチの病気感染源となりうるので、必要なことである。
糞などから作られる細菌形成を防ぐため、床は少なくとも 3 日に 1 回は洗浄して消毒する。
床をこすってきれいにし、ブラシをかけて水洗いし、適切な消毒液でこする。水に濡れた床
は滑りやすくなるので、最小量の消毒液を用いるのがよい。そうすれば床も早く乾燥する。
床にモップをかけて，乾燥を早めるのも良い方法である。バキュームクリーナーや送風機で
乾燥を早めるのも良い
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床が乾いてから、オーストリッチを床に戻してやる。囲いの壁も少なくとも週一回はきれ
いに洗浄することが必要で、この方法により各種の汚染形成を防ぐことが出来る。
ｇ．スターター用飼料の配合組成
JOIN スターター用飼料（0-16 週齢）
（形状：クランブル）の組成は次のようである。
原料

重量（ｇ）

％

黄色トウモロコシ

575.0

0.5750

ダイズ粕

120.0

0.1200

75.0

0.0750

アルファルファミール

200.0

0.2000

第一リン酸カルシウム

11.0

0.0110

炭カル（粉末）

11.0

0.0110

食塩

2.5

0.0025

JOC101 プレミックス

4.0

0.0040

998.5

0.9985

魚粉(CP65%)

総計

⑤ 衛生・
衛生・防疫
ａ. 基本的事項
育雛期から成オーストリッチにいたるすべての飼育段階において、オーストリッチ農場経
営者、飼育管理者としての意志を持つことが重要であり、産業動物を飼育するという、強い
意識を持って衛生管理に当たる（ペットを飼っているのではない）
。
まず、オーストリッチ飼育管理に関し、すべての段階に当てはまる、群単位飼育の原則に
ついて述べる。すなわち、オーストリッチは同じ日齢・年齢の群に分けて飼育舎を別々とし、
群単位で飼育管理を行う。これは、飼育管理上の利点もあるが、感染症の伝播と蔓延を防止
するための対策でもある。また、オーストリッチを移動する場合は、オールイン・オールア
ウトが原則である。すなわち、群単位で飼育舎を移動させ、事前に移動先の飼育舎、飼育場
を清掃、消毒しておく。
飼育舎ごとに専用の作業服・防護服や靴を着用し、使用後は頻繁に交換して消毒する。ビ
ニール製の使い捨てカバーブーツの使用も推奨される。飼育舎専用の飼育管理機材を使用す
ることは、農場内での感染症伝播と蔓延を防止する上で重要である。飼育管理作業を行う飼
育舎の順序も重要で、病気にもっとも弱い雛の管理を最優先し、次いで年齢の低い群から高
い群の順で作業を行う。
過密飼育はオーストリッチにストレスを与え、飼育環境も不衛生になり、病気が発生しや
すくなるので、適正飼育羽数を守る。
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ｂ. 初生雛の飼育環境
孵化直後の雛は、病気に対する抵抗力が弱い。したがって、病気の発生を防止するために
も、とくにこの段階では育雛舎の良好な飼育環境維持（通気、温度、湿度など）、および衛生
管理が求められる。育雛室は、糞や汚れた敷料を除去して、床、壁面および天井を清掃、水
洗し、殺菌消毒剤（付表参照）による消毒後、2 週間以上乾燥させておく。機器類（卵用トレ
イ、検卵器など）も殺菌消毒剤（アルコール、アストップなど）で消毒しておく。また、手
指の消毒には、アルコール系消毒剤、逆性石鹸製剤などを使う。発泡消毒は、薬液が長時間
その場に残るので、建物や機器類の消毒に便利である。アストップによる発泡消毒には専用
の噴霧装置を必要とするが、天井などにも消毒薬を吹き付けておくことができるので効果的
である。初生雛は、このように清浄で隔離された育雛室に収容する。この処置がとられない
場合、初生雛のまだ閉じていない臍帯口から、大腸菌などの細菌が感染し、死亡する危険が
ある。
ｃ. 雛導入時の注意事項
外部から雛を導入する場合は、病気不在農場から雛を入れる。導入元の成オーストリッチ
が感染症にかかっていると、その雛も感染する危険性が大きい。しかもこのような雛は、病
気を直接農場に持ち込むことになる。農場入り口には車両用消毒槽を設け、車両を殺菌消毒
剤（アストップなど）で噴霧消毒する。導入に用いた機材、敷料、輸送箱などは消毒するか、
焼却する。
導入時の雛の検疫は重要で、個別の飼育室で隔離飼育して 2 週間様子を観察する。この間
の作業では、専用防護服を着用する。雛に異常を認めた場合には、速やかに対応する（獣医
師による診療、家畜保健衛生所への連絡など）。
ｄ. 感染症の侵入防止
飼育室への病気の侵入防止のため、室外に踏み込み消毒槽を設置する。殺菌消毒剤を水で
希釈して使用する。泥や有機物が入ると消毒効果は失われ、菌の除去がほとんどできなくな
るので、薬液を頻繁に交換する必要がある。また、手指の消毒には、アルコール系消毒剤、
その他の殺菌消毒剤（アストップなど）を使う。飼育室に入室する際には防護服を着用し、
専用の内履きに交換する。外来者については、出来るかぎり入室制限を行う。
飼育室は外界と隔離されていることが重要であり、野鳥の侵入を防ぐため、防鳥ネットや
金網で防護する。また、この時期は雛が野生動物におそわれる危険性が最も大きい。すなわ
ち、ネズミ、イタチ、ヘビなどの侵入を防止するため、飼育室壁面や床の穴をふさぐ。
ニワトリをはじめとする鳥類と共通の感染症が多いため、飼育場では、オーストリッチ以
外の鳥類を飼育しない。
さらに、カや吸血昆虫は病気を媒介することがあるので、それらの駆除を行ってオースト
リッチの感染を防ぐ。
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主な畜産用殺菌消毒剤
種類

製品名

効能・効果

逆性石けん

アストップ

飼育舎，孵卵器具，生体，飲用水，卵殻の発泡
消毒

クリアキルードライ

同上

クリンエール

飼育舎，生体，飲用水，孵卵器具，卵殻の消毒

メイクリアー100

同上

パコマ

飼育舎，孵卵器具，生体，卵殻の消毒

その他
両性石けん

ガードオール

飼育舎，孵卵器具，生体，卵殻の消毒

キーエリア A

飼育舎，孵卵器具，卵殻の消毒，踏込消毒

動物用ネオラック

同上

その他
複合製剤

アリバンド

飼育舎，孵卵器具，卵殻の消毒

オーチストン

飼育舎の消毒，踏込消毒，コクシジウム殺滅，
ハエ幼虫駆除

コックトーン

同上

トライキル

飼育舎の消毒，踏込消毒，コクシジウム殺滅

ヤシマゾール

飼育舎の消毒，コクシジウム殺滅，ハエ幼虫駆除

ベルバン

飼育舎，孵卵器具，卵殻の消毒，踏込消毒

その他
アルデヒド製剤

エクスカット 25% SFL

飼育舎，孵卵器具，卵殻の消毒

グルタクリーン

同上

その他
ハロゲン塩素剤

クレンテ

飼育舎の消毒

（塩素系）

アンテックビルコン S

飼育舎，孵卵器具の消毒

その他
ハロゲン塩素剤

クリンナップ A

飼育舎，孵卵器具，卵殻の消毒

（ヨウ素系）

ヨードホール水溶液

飼育舎，生体の消毒

ポリアップ 16

飼育舎，器具，生体，飲用水，卵殻の消毒

その他
（以上、農林水産省動物医薬品検査所ホームページから作成、平成 19 年 8 月現在）
消毒用
アルコール

消毒用エタノール

手指の消毒

消毒用

同上

イソプロパノール
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外部寄生虫

飼育舎内、およびその周辺のハエ、カ、ヌカカ

駆除剤

成虫、幼虫の駆除、忌避

ｅ. ワクチン投与
この時期から、ニューカッスル病予防のため、ワクチン投与を行う。本病は「家畜伝染病
予防法」で家畜伝染病（いわゆる法定伝染病）に指定されている。法律で，ワクチン投与は
獣医師が行なうと定められている。JOC のワクチンプログラムに従って、ワクチンを投与する。
ワクチン実施の手順の詳細については、JOC Journal（第 35 号、2004）「オーストリッチ（ダ
チョウ）のニューカッスル病とワクチン接種について」を参照のこと。ワクチンプログラム
は，下表に示した。
オーストリッチのニューカッスル病ワクチンプログラム
生ワクチンの場合
1) 2 週齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

2) 4 週齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

3) 2 ヶ月齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

4) 4 ヶ月齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

5) 7 ヶ月齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

6) 1 年齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

以降半年ごとに点眼

生ワクチン・不活化ワクチン併用の場合
1) 2 週齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

2) 4 週齢

生ワクチン

点眼（鶏の 5 倍量）

3) 3 ヶ月齢

不活化ワクチン

皮下注射（鶏の 5 倍量）

4) 6 ヶ月齢

不活化ワクチン

皮下注射（鶏の 5 倍量）

5) 1 年齢

不活化ワクチン

皮下注射（鶏の 5 倍量）

以降半年ごとに注射

JOC Journal（第 35 号、5-8 頁，2004）
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ｆ. 感染症と化学療法
感染症に対しては、家畜伝染病予防法を遵守する姿勢が大切で、獣医師や、農林水産省、
家畜保健衛生所の指導に従う。この時期に発生しやすい感染症と症候について述べる。それ
ぞれの病気の原因、特徴、症候の詳細については、JOC Journal 連載（第 50 号、2006-第 59
号、2008）
「症状と病変からわかるオーストリッチの病気」
（児玉洋）を参照のこと。
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；急死、高死亡率、沈鬱状態、食欲廃絶、呼吸器症状、運動失調、緑色尿）
、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；胃腸
炎、初生雛の臍帯感染）
、カンピロバクター症（細菌病；元気消失、腸炎、下痢、緑色尿、初
生雛の臍帯感染）、大腸菌症（細菌病；初生雛の臍帯感染）、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）、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、脱水症状）、クリプト
スポリジウム症（原虫病；下痢、陰茎・総排泄腔突出、消耗）、黒頭病（原虫病；高死亡率、
下痢、総排泄腔突出）。
オーストリッチの病気、とくに細菌病の治療に、化学療法剤（抗生物質および合成抗菌剤）
が使用される。化学療法剤は農林水産大臣が指定し、獣医師の処方せん・指示書がなければ
入手できない「要指示医薬品」である。間違った使い方をすると、副反応が出たり、病原菌
が薬剤耐性化するので、使用する際には、獣医師の専門的知識と技術が必要である。それぞ
れの薬剤について、投与法・投与量や休薬期間が厳格に定められている。2006年に施行され
た改定「食品衛生法」で、化学療法剤の残留規制はポジティブリスト制度に改められた。「抗
菌性物質は、全ての食品で含有してはならない」とされているので、休薬期間の厳守は重要
である。

⑥ 日常で
日常で発生する
発生する事故
する事故・
事故・病気
ａ．衰弱
衰弱による死亡を考える時、4 週間を２つに区分して考える必要がある。① 0-2 週齢と②
3-4 週齢である。①の期間は卵黄を栄養として生命を維持し、自発採食を増やしながら完全に
飼料摂取による生命維持へと移行する期間。②の期間は飼料からの栄養だけで生命維持と成
長を行う期間である。
①の期間における衰弱の主な原因は生命維持の栄養を卵黄に依存する率が高いことを考え
ると、飼料の摂取不足による衰弱より、へその緒からの細菌感染による腹腔内での炎症の発
生と卵黄を十分に利用できないことであると考えられる。従って管理上の注意点はへその緒
の消毒とへその緒の早期の乾燥、そして床が乾燥していることである。卵黄の消化を促すに
は、少なくとも孵化後 5 日目以降からの給餌と、温度管理である。特に床が暖かいことは卵
黄の消化を促進する。
腹腔内の炎症及び残存卵黄の細菌感染の治療には、抗生物質の投与が必要になる。②の期
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間においては①の期間を健康に過ごしたことを前提にすると、衰弱の原因は、温度管理の不
備、過密によるストレス、音やすきま風等の悪環境のストレス、雛に必要な十分且つ適正な
飼料（スターター）が提供されていないストレス等によるもので、結果として十分に飼料が
摂取出来ていない雛が衰弱することの原因となる。強いストレスは頻繁な食糞や羽つつきを
誘発し、雛の上下の嘴に糞や飼料が付着し、採食を妨げてしまう。飼料の不足や不適正な飼
料（スターター）の給与は雛にとって致命的となる。不断給餌と JOIN スターターに切り替え
るべきである。
衰弱してしまった雛の処置としては、環境の改善を行うと共に、自主採食が十分に出来る
ようになるまで、強制的にスターターの給与が必要となる。特に衰弱がひどい場合は、より
吸収の早いエネルギーとして蜂蜜やブドウ糖等を併用する。
ｂ．食滞（詰滞）と異物詰滞
この病気もオーストリッチの死因の中で大きな割合を占めている疾患の１つである。食滞
は硬くて長い草（イネ科植物）などのエサで、異物詰滞は、エサ以外の異物の採食により起
こる。腺胃と筋胃の移行部もしくは筋胃と十二指腸の移行部に食べたものが詰まり、胃部位
の上腹部は採食した物で硬く膨張する。一方、胃内容物が腸管に下降してこないので、下腹
部はやせ細り、実質絶食状態で栄養失調となり、重篤の場合は死に至る。食滞に罹ったオー
ストリッチは数日間異常を示さないために早期発見が難しく、座り込んで動かないなどの異
常を示した時は手遅れである。食滞を起こす第一の原因はエサに混入している硬くて長い茎
である。また、気候の急変や移送などの強いストレスで胃の機能が低下していることも要因
として上げられる。予防策としては、JOIN スターターを給与することである。豆科牧草のア
ルファルファは良質な餌であるが、生草で与える場合は、長い茎が混在しないように 5mm 程
度に細切することが必須である。なお、グリットの補給も忘れては行けない。食帯に至る経
緯は、まず大きなストレスが継続して雛に与えられると胃の動きが弱まる。しかし初期には
採食は正常に行われる。採食により胃には飼料等が送り込まれるが胃から下部消化器官への
移動が行われない。スターターの様な飼料は水等に溶けて、下部消化管に移動するが、この
時グリットや長い植物繊維、床に敷いたタオルや絨毯などの繊維等異物はそのまま胃に堆積
してゆく。結果として 3 日から 4 日後には衰弱し、死亡することになる。
異物詰帯については、オーストリッチはどんなもの（特に光り物）にも興味を示してくち
ばしでつついた後に飲み込んでしまう習性があるので、エサ以外のもの、特に木切れ、針金、
釘などの棒状のものは接触できない環境で飼育しなければならない。棒状のものを飲み込ん
だ場合は、時として胃壁を貫通して内出血や腹膜炎で死亡する。
ｃ．外傷（炎症、化膿）
4 週齢までの雛では事故などによる怪我は少ないが、稀に活力旺盛な雛によるつつきや頸部
を突起物に引っかけて裂傷を負うことがある。また、イタチ、ネコなどの侵入を金網で防御
していてもパニックを起こして怪我をすることもある。オーストリッチは傷病みに強い動物
で、止血後、患部に人用の化膿止め薬を塗布することで容易に治癒する。なお、傷を負った
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雛は他の雛から攻撃されて傷口が大きくなる恐れがあるので、完治するまでグループから隔
離する必要がある。
他の雛への頭部、羽、脚部などへのつつきは悪癖と云うべきものであるが、いったん癖が
つくと治すのが難しい。このような雛の発生は自家産の雛で少なく、長時間輸送された雛に
多いようである。また、頻繁にエサ切れするような飼い方によっても多発するようである。
つつき癖の予防策として、エサの常置（床面へ散布）と夜間照明の実施を勧めたい。
ｄ．骨折、脱臼
育雛期間中で多い事故は骨折と脱臼である。骨折のほとんどは足指、脛骨、中足骨で、翼
を骨折することもある。骨折や脱臼の原因は、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によることが多い。また、給餌容器や給水容
器に足を引っかけての転倒や濡れた床面（過飲水による多尿で）での転倒によることも多い
ようである。2 本足のオーストリッチにとって、脚部の骨折と脱臼は致命的である。雛の成長
は速いために、治療により患部が治癒したころには両脚の長さが歩行できないほどに異なる
ために、廃用処分とする他ない。なお、軽度の場合は自然治癒することもあるが、エサの摂
取量が正常な雛よりも少ないために成長が遅れる。予防対策としては、施設の整備に加え、4
週齢までは給餌容器と給水容器を使用しないことである。容器を使用する場合には、雛の脚
などに引っかかってひっくり返らない容器を使用する必要がある。なお、給水は 1 日に 1-2
回飲み切りで与えて尿の排泄量を少なくし、床面が濡れないようにすることが大事である。
飼育床面には事故の原因になるような容器などを配置すべきではない。
ｅ．開脚(ペローシス、腱はずれ、腱開き）
腹部が大きく膨れた状態で孵化した雛は腹部に脚がつかえて直立することが出来ない。立
とうとするたびに脚が開き起立不能になる。このような雛はゴムバンドなどで両脚を保定す
るか、保定箱を作って矯正する。ゴムバンドで保定する場合は両脚の大腿部を体幅に合わせ
て保定する。ゴムバンドが狭すぎると立った時に重心が偏るために片脚の関節部が変形して
下腿部が外側に捻れて開いた状態（脚のねじれ）になるので注意が必要である。保定箱での
矯正では首が箱の外に出るように穴を開け、脚が箱内で開かないように下の方を狭くする。
3-4 日で治癒する。
ｆ．爪曲がり（指まがり）
爪も指も曲がってはいないが、立っている時に
足裏の接地部が外側に偏っているために、外見上
爪のある足指が内側に曲がって見える。爪曲がり
は放置すると爪が長くなり歩行に支障をきたす。
矯正法は長さ約 6 ㎝の副木(割り箸利用)を足指
の外側にあてがい、テープで巻いて固定する。こ
の時、内向きに曲がっている爪先端部が外側に引
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っ張られ副木に固定されるようにテープを巻く。1 週間程度で治癒する。爪曲がり予防と危害
防止を目的に、雛前期で爪を焼き切ることが奨励されている。爪を焼き切る方法は、ニワト
リのデビーク（切嘴）方法を参考にするとよい。
ｇ．ロールパッド
足指が丸まった状態で孵化した雛は起立することが出来ない。このような雛には薄い板状
のもの(アイスクリームに付いてくる木製のスプーン)を足底にあてがい、テープで固定して
おくと 2 日程度で矯正できる。
ｈ．関節炎と脚のねじれ
主として中足骨の上部で腱、靱帯、筋膜の緊張により付着部の骨膜に炎症が生じて骨瘤が
発生し、中足し関節部が腫脹する。歩行運動の増加
にともない歩行異常が現れる。骨瘤が固まり、関節
部が腫脹した状態で歩行異常は消失することもあ
るが、体重増加に伴い起立不能になる。雛における
骨膜炎は、腱や靱帯が一方向に異常に牽引され、骨
付着部に過度の負荷がかかることにより生じる。過
体重の雛では関節部の負担が大きく、また、滑りや
すい床面では関節部に過度の力がかかるので注意
が必要である。 脚のねじれは通常片脚に発生して、
外側に脚がねじれて開いた状態になるために歩行
異常が慢性化する。原因としては、関節部での重心がずれているために腱や靱帯の付着部が
変形してずれた状態で固定すると考えられている。通常、関節部で重度の骨膜炎が併発して
いる。脚ねじれの雛はいずれ歩行出来なくなるので、廃用にすることが多い。
ｉ．結膜炎（まぶたの炎症）
雛は頻繁に眼部分をこするので時として結膜炎になることがある。治療法はヒト用の目薬
(抗生物質の入ったもの)を 1 日に 2 回点眼することにより治癒する。予防としては乾燥状態
（特に床面）で育雛することが有効である。
ｊ．突然死
外見上異常が認められないにもかかわらず、孵化後 5-6 日までに突然に死亡する雛が希に
存在する。このような雛は循環器系や消化器系の臓器に重篤な障害を持って孵化したものと
考えられる。
ｋ．その他の病気
オーストリッチは鳥類に属しているので、ニワトリなどの鳥の病気全てに罹る可能性があ
り、多種の病気についての症例が報告されている。また、寄生虫の感染については、ウシや
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ウマなど哺乳動物の内部寄生虫（サナダムシ、コクシジュウムなど）と外部寄生虫（ダニ、
シラミなど）のいずれにも感染し発症する可能性がある。雛に活力がなく原因不明の病気が
疑われた時に最初にすべきことは、グループからの隔離と消毒である。次に近隣の家畜保健
衛生所に連絡をして診断を依頼することが望まれる。

（2）後期；
後期；1-4 ヶ月齢
① 飼育環境
雛達はその一生の中で、一番厳しいステージ（0-4 週齢）を乗り越え、新たなステージへの
入り口に当るのがこの期間です。前期から後期への変化を具体的に説明すると、
① 生命維持、成長に必要な栄養摂取を卵黄＋採食から、自主採食 100％への移行、
② 温度管理が加温管理から、非加温管理への移行、
③ 嗉のうがない鳥類の単胃動物的な消化器官から、オーストリッチ特有の消化器官への移行、
が大きな変化として挙げられる。そしてこの①、②、③を前提に最大の変化が、飼料摂取か
ら得られる栄養量より、成長に必要な栄養量が上回る、つまりエネルギーの負のバランスの
時期である。このような成長段階での必要エネルギーと摂取エネルギーの差が負になると言
う現象は、オーストリッチ特有な現象と思われる。他の畜産動物でこのような必要エネルギ
ーと摂取エネルギーの差が負になると言う現象は、産卵鶏であれば産卵初期であり、泌乳動
物であれば泌乳初期での通常の現象である。このエネルギーの差（負の数値）を出来るだけ
少なくするのが上手に雛を飼育する技術である。また制限摂取はダメで、自由摂取を勧める
根拠でもある。充分な自由摂取が達成できるか否かがその後の成長に大きく影響する事にな
る。これを念頭に置いて、飼育環境の設定についてはこの目的が達成できる様に考える。
ａ．温度管理
1-2 ヶ月齢・・・ヒーター下での 25℃管理を 2 ヶ月齢までに常温に下げる。
2-4 ヶ月齢・・・加温を止め、常温での飼育。4 ヶ月齢で常温が 0℃でも可能。
① 管理の要点
どの位の巾で温度を下げていくかは、地域、季節、施設形態、グループの羽数等により、
下げていくスピードは考慮する。
オーストリッチ特有の消化器官に進展させることと十分な飼料摂取が可能になっているこ
とが環境温度への対応能力の有無に影響する。飼料には消化器官の発達のために適正な粗飼
料が含まれ、最大の飼料摂取が出来る環境を提供することが大切となる。
② 観察のポイント
前期と同様、休息時、活動時、どの場所に居るかが温度管理の良し悪しの目安となる。
全ては雛達が教えてくれるので良く雛たちを観察することは必要である。
ｂ．湿度
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舎内舎外にかかわらず外気湿度に影響を受けて飼育するため、オーストリッチにとって常
に快適な環境に配慮する必要がある。つまり、舎内においてはａ及びｃで述べる温度や通気
管理に気を配り、舎外においては地面の水捌けなどに配慮して常に乾燥が行き届いている必
要がある。
ｃ．通気
糞尿の量は大きく増加し、羽や皮膚のフケも多くなり、通気の重要性は高い。しかし体に
直接風が当ることは避ける必要がある。また通気は床の乾燥を促進させるためにも重要であ
る。
ｄ．床およびパドック
へその緒からの細菌感染の危険はすでに無いが、床が湿っていると、雛の腹や羽が濡れて
体温を低下させる原因となる。水分の気化熱による体温低下を補うためのエネルギー消費は
このステージの雛には高負担となり、致命的となり得るので、床の乾燥は重要である。飼育
管理のチエックポイントである。床の素材はコンクリート、砂が勧められる。コンクリート
の場合は、水分吸収の為に細かいおがくず等敷料の必要がある。砂の場合は、飼槽から十分
に飼料を摂取出来るようになる 2 ヶ月齢以降の利用が望まれる。また、パドックの利用はス
トレスの発散や太陽光の良い影響を受けるのに必要であるが、雨の日のパドックへの開放は
絶対に行わない。
ｅ．設備と雛の生活環境
① 飼槽・・・2 ヶ月齢までは飼槽だけでなく、床からの飼料摂取も継続する。飼槽の設置場
所は床全体に広く設置する。パドックでも同様に行う。3 ヶ月齢以降、飼槽からの給与量も多
くなり、施設内での歩行を妨げないように壁に固定するか、仕切り越しに首を出して採食す
るような飼槽を設置し、管理者の作業効率も考える。
② 水槽・・・器具の形、設置場所は床を濡らさないことに最大の注意を払う。
ｆ．群の中でのストレス
家畜として飼育する場合は、群での飼育が前提となる。その中で、飼育密度（面積当りの
羽数）は雛が受けるストレスに大きく影響する。オーストリッチの生態から観察できること
は、休息時は強弱に関わり無く寄り添って休息し、行動時（採食、飲水、遊び）は雛の上下
関係が表面化する。このことから、群の中で下位に位置する雛が安心できる距離を保てるよ
うに（逃走距離）、長方形の施設、パドックが必要となる。飼育密度とともに、その適正範囲
を明示することは難しいが、上記の観察項目から、収容羽数を確定することが望ましい。
ｇ．管理者が雛に与えるストレス
管理者が雛に与えるストレスには、
① 外部から持ち込む病原菌、
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② 雛が驚く、おびえるような接し方、
③ 周辺の騒音、
④ 掃除の不十分、
⑤ 給餌、給水が不十分（但し、給水過多を避けること）、等が挙げられる。
前期の項で述べた内容に留意して管理作業を行う。
② 給餌（
給餌（飼料）
飼料）、③
、③ 飲水
ａ．飼料は自由摂取
オーストリッチ雛の一つの特徴は 4 ヶ月齢までの飼料摂取は自由摂取で行わなければいけ
ない。このように自由摂取にしないと雛の必要とする栄養素要求量が摂取できないからであ
る。オーストリッチはその後、加齢してからエサを多く与えても幼齢期の成長の遅れを取り
戻すほどは大きくならないのである。
ｂ．グリットの給与方法
オーストリッチは歯がないので、エサをかむことが出来ない。このエサをかむという仕事
は、筋胃で行われ、この工程は筋胃にグリットがあると大いに効率が上がる。筋胃壁が収縮
することによりグリットがこすられ、一緒に存在するエサが小片に細かくされる。グリット
はオーストリッチのエサの必須の部分であり、すべての週齢でグリットは給与しなければな
らない。グリットの給与量が不足すると、飼料摂取量が低下する。野原の環境では、オース
トリッチは自分に必須なグリットを見つけることが出来るが、集約的に飼育されているオー
ストリッチの環境では、グリットを給与してやらなければならない。正常な飼育状況のオー
ストリッチの筋胃には、約 1.5kg の小石大のグリットが存在している。
オーストリッチ雛は 2 日齢になったら、小石への接触を制限しなければならない。雛 1 羽
あたり 2-3 個の花崗岩で作られたグリット（直径 3mm）を給与してやる。オーストリッチは直
ぐにグリットを食べてしまうから、グループ内のオーストリッチが平均して摂取しているか
どうかチエックすることが必要である。 その後はグリットを 7 日ごとに給与する。 7 日ごと
に給与すれば、成長に併せてオーストリッチの筋胃内で十分の数のグリットが保たれること
になる。
体重約 10kg に達したら、グリットの大きさを変えて、七面鳥サイズ（直径 8-10mm）のグリ
ットが理想的で、数も一羽あたり 5-6 個とする。グリットの数はいつも制限していなければ
ならない。グリットを自由摂取とすると、ここのオーストリッチはグリットを摂取しすぎる
ので、筋胃内にグリットがぎっしり詰まってしまう（次頁の写真参照）。
石灰石で出来たグリットや、カキ殻の含有割合が高いグリットは、使わないようにする。
筋胃内は酸性であるので、カルシウムを溶かしてしまい、石灰岩やカキ殻は不向きであるだ
けでなく、高カルシウムを摂取する結果となり、カルシウム：リンの比が不均衡となり、骨
の成長に影響を及ぼす。
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胃詰まり
胃詰まり

小石とカーペット繊維で死んだオ

ーストリッチ雛の腺胃と筋胃。
多くの小石は筋胃部分にあり、多くのカーペッ
ト繊維は腺胃部分に存在している。
（出典：Dr. Brett Hopkins）

グリットの給与は、飼料中に混ぜて与えるのではなく、飼料と別にグリット給与場所を作
って行うのがよい。グリットが泥んこなどになっていたら、良く洗ってきれいなグリットを
給与する。
ｃ．必要以上の多飲が多尿となる
オーストリッチの飼育場で床がよく水で濡れているところがあるが、これらの多くはオー
ストリッチが必要以上の水を飲み、多尿となって排泄された尿の水分である。滑りやすく、
また動物が汚れる原因となるのでこのような多飲は避けなければならない。
ｄ．体重測定するか、体側で体重を推定する
オーストリッチ雛のいろいろな体重での身体の各部の大きさを知っておくと、オーストリ
ッチ雛の成長を容易に知る良い手段となる。オーストリッチ雛の最初の 3 ヶ月齢までのいろ
いろな体重での身体の各部の大きさを付録 1 の表 1 に示した。もし雛の体重測定が難しいよ
うな場合は、雛の部位の大きさを測定して、表 1 と比較することにより体重を推定すること
が出来る。
ｅ．スターター用飼料の組成
JOIN スターター用飼料（0-16 週齢）
（形状：クランブル）の組成は次のようである。
原料

重量（ｇ）

％

黄色トウモロコシ

575.0

0.5750

ダイズ粕

120.0

0.1200

75.0

0.0750

アルファルファミール

200.0

0.2000

第一リン酸カルシウム

11.0

0.0110

炭カル（粉末）

11.0

0.0110

食塩

2.5

0.0025

JOC101 プレミックス

4.0

0.0040

998.5

0.9985

魚粉(CP65%)

総計
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④ 糞尿
糞尿はオーストリッチの健康状態を推測する上で大切な情報源である。糞尿の観察項目は、
糞については、① 1 回の排出量、② 硬さ（軟らかさ）、③ 色、④ 飼料消化残渣の状況、⑤ 太
さ、⑥ 排出時のオーストリッチの姿勢、⑦ 血便、緑便などの異常、などがある。尿につい
ては、① 1 回の量、② 色（白濁から透明）、③ 排出時の姿勢、④ 血尿などの異常、などが
ある。
糞と尿は体内から排出されるまでに大きな違いがある。糞は口から入ったものが、消化器
官を経て肛門から排出される。一方尿は口から入ったものが、消化器官で吸収され、血管を
通して腎臓を経由し、膀胱から排出へ至る。糞中には飼料の消化残渣、消化器官の脱落細胞
や粘液、善玉、悪玉の腸内細菌群が含まれる。尿には尿酸、各種ミネラル（ナトリウム等）
が含まれ無菌状態である。またこの期間には大きな変化がある。それは消化器官がオースト
リッチ特有の機能を獲得してゆく発育過程に当るため、消化器官の発育に伴って糞便も変化
してゆくことである。
ａ．糞便
① 孵化後は黒く粘りのある糞を排出するが、エサを食べるようになってくると徐々に茶色に
変化してくる。さらに 2 ヶ月齢を過ぎる頃から、徐々に薄黒く変化する。
② 硬さは練り歯磨きより少し硬いくらいが正常である。
③ 臭いは 3 ヶ月齢位までは強いが 4 ヶ月齢までに徐々に弱くなり、ウシの糞の臭いに近くな
る。
ｂ．
① 粘性のある白い尿を排出する。
② 水を飲む量が増えるにしたがい、徐々に透明に近づいてゆく。
ｃ．除糞、掃除
① 2 ヶ月齢位までは、食糞が害を及ぼす可能性があるので、適正な頻度で掃除する。
② 床の素材は掃除のし易さ、尿の吸収もしくは発散しやすさを考慮して選択する。
③ 糞尿から発散されるアンモニアは雛の健康を害するので、換気と共に、床を乾燥させるこ
とに常に配慮する。
④ 掃除は糞尿を観察する絶好の機会である。その変化や異常を見つけ、異常な糞尿が発見さ
れた時は、それが集団として発生しているか、個体での発生かを確認し、個体である時は
その雛を特定し、その原因を見つけて解決する様に努める。

⑤ 衛生・
衛生・防疫
ａ. 基本事項
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衛生・防疫に関する注意事項および発生しやすい感染症は、前述の育雛期（1）前期；0-4
週齢と同じである。

⑥ 日常で
日常で発生する
発生する事故
する事故・
事故・病気
ａ．衰弱
外的原因（急激な環境変化や気候変動、害獣、人身、音、振動など）や移送でのストレス
が大きいと、食欲が廃絶するために栄養失調で衰弱することがある。2-3 日で自然に回復する
こともあるが、この間にエサ以外の異物や石を多量に飲み込むなど異常な行動をとることが
あるので注意が必要である。処置としては、静かな屋内に移し、嗜好性の高い飼料を与えて
飼育する。また、自力で採食できるまで練り餌を経口投与するのも有効である。予防策とし
ては、孵化直後からラジオを聴かせるなどして日頃からストレスに強い雛に育てることであ
る。
前期：0-4 週齢の項、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
この時期、屋内で育雛していた雛を野外に移した時に多発する。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、パドック内のあらゆる物を口にする危険がある。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。なお、粗飼料の草などは出来
るだけ細切して与えるのが望ましい。
前期：0-4 週齢の項、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）
この時期の雛は体重が増え力も強くなっているので、急激な騒音などで驚き柵などに激突
した時は怪我も大きくなる。また、不適正な柵などにより頸部の怪我が多発するので注意が
必要である。処置や予防については前期：0-4 週齢の項、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
容器は柵外に設置することである。
前期：0-4 週齢の項、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
雛は育雛箱から移されて飼育されるので、飼育環境の変化が大きいためにおもわぬ怪我や
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病気になることが多い。例として、牛舎に移して飼育していたところ、足に腫瘤ができる皮
膚病に遭遇したことがある。この皮膚病はウシ特有の皮膚炎で、その外観からヒゲイボと呼
ばれているもので、牛舎の消毒が不完全であったために集団で発生したものである。病原体
はスピロヘータ様細菌と考えられているが特定されていない。各種の抗生物質の投与で治癒
する。オーストリッチはニワトリの病気（ニューカッスル病、マレック病、家禽コレラなど）
全てに感染し発病する。対応を誤ると深刻な被害をもたらす。原因不明の病気が疑われた時
は隔離をし、近隣の家畜保健衛生所に連絡して適切な処置を取る必要がある。
前期：0-4 週齢の項、⑥ 日常で発生する事故・病気の項ｋを参照。
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