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オーストリッチ飼育学(18) 

奥村純市*

X. 育

1.育雛前期 ;0-4週齢

(1)飼育環境

雛

オーストリッチの飼育過程で死亡率が一番高い

のがこの O~4 週齢である。この期間のヒナに関わ

るあらゆるストレスを少なくし，ヒナが安楽に暮ら

せる飼育環境をいかに提供するかが重要である。

飼育環境の中でヒナにストレスを与える代表的な

要因を以下にまとめた。

a.温度

ヒナの温度に関して最初に注意することは，僻化

管理過程において僻化後 (O~2 日齢)35
0

Cの僻化機

内温度でしっかり体を乾かす事が必要である。この

体の乾燥が不十分であると，その後のヒナの体温管

理に問題が起きる。

①温度管理の要点

温度管理の要点は，ヒナへの新鮮な空気の供給を

行うこと，およびヒナ周辺を一定の温度に保つことの

2点である。育雛舎は糞や尿のアンモニア，メタン

などの体に悪い気体をいち早く舎外に送り出す換

気構造を持たせ，一方でヒナのすむ周辺は，下図に

示すように，大きな傘を持つヒーターで上から暖め，

下からはコンクリート床に埋め込んだ床暖房の暖

気で，上下両者に挟み込まれた空間を快適温度帯と

して，ヒナに提供する。

傘付きヒーター

320C前後

傘を取付けて延長するo

~ 

床暖房付きコンクリート床

*日本オーストリッチ協議会会長

名古屋大学名誉教授 (JunichiOkumura) 

表72 ヒナの日齢，体重および適切な室内温度
との関係 CDeemingら， 1996)"4) 

日齢 体重 室内温度

3日齢まで 1 kgまで 32
0

C 

7日齢まで 1.2 kgまで 30
0

C 

14日齢まで 1.5 kgまで 2S
0

C 

21日齢まで 2 kgまで 26
0

C 

35日齢まで 5 kgまで 24
0

C 

50日齢まで 10 kgまで 22
0

C 

3ヶ月齢まで 35 kgまで 20
0

C 

この快適温度帯の温度は表 72に日齢，体重および

適切な室内温度との関係(Deemingら， 1996)1l4)として

示した。初生ヒナには最低 32
0Cを確保し， 1週齢以降

少しずつ下げ， 4週齢までに 25
0

Cとなるようにする。

冷たいコンクリート床にヒナが数時間座ると，ヒ

ナから体温を容易に奪い，すぐに風邪を引くことに

なるので，床暖房を用いる。床暖房の利点は，①床

が乾燥して雑菌の繁殖を防ぐ(菌の生存には水分が

必要である)，②床が乾く事でへその緒が早く乾燥

し，へその緒系由の感染症を防ぐ，@ヒナの腹が温

まり，体内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，快適温度

帯にあるアンモニアなどの汚染ガスを素早く発散

させるなどの効果があり，床暖房は最も信頼して推

奨出来る育雛法である。この方法は寒冷地だけでは

なく，温暖地でも有効な方法で，南アフリカにおい

ても成功裏に実施されている。⑤床温度が 25
0
C以

上になるとヒナの飲水量が増えて下痢が多くなる

傾向があるので，床温度は 25
0C以上にならないよう

注意が必要である。

②観察のポイント

ヒナが安心して心地よくしているかどうかは，ヒ

ナの活動内容を観察する事で，温度管理の適不適が

判断出来る。ヒナが休息・睡眠している場所が，ヒ

ナが休息に適していると判断している場所である。

エサを食べるためにどこ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出来る。基準温度に
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とらわれず，ヒナの状態を観察することによって

適正温度を判断する。

b. 湿度

解化機内以外では基本的には外気湿度による問

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，吹き込んだ雨などにより湿っていると，地上

数十 cmの高さで呼吸するヒナ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。

オーストリッチは雨の降らない気象の砂漠動物な

ので乾燥した空気を好み，羽根には他の家禽と異な

り水をはじくアブラ腺がないので，水で体を濡らす

ことは極力避ける。 *で、体が濡れると体温維持のた

め消耗して，体調維持が難しくなる。ネコの先祖は

砂漠生まれでら，毛に脂肪分がなく，水浴びが極度に

苦手なのとよく 似ている。

c. 換気(通気)

新鮮な空気の供給は，健康なヒナの発育には必須

の条件である。一方でこの成長段階のヒナには，人

工的な温度管理が必要となる。ヒナ舎に必要とされ

る通気を実現するには，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横断換気一下図左側に示したように，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。屋根をったって外気が移動するので舎内

に上昇気流を起こ し，換気する方法である。

②トンネノレ換気一・下図右側に示したように，建物妻

部分の上部に換気扇を設置し，一方を吸気，他方

を排気の方向に回転させ，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。

上記どちらの方法でも，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」

ヒナの呼岐する高さの空気が新鮮であるかどうか

を確認する観察作業が大切である。アンモニアなどで

u 
横断換気 トンネル換気

汚染されたガスを継続的に吸い続けると，健康を

害する事になる。空気の動きは，線香などの煙で，

ヒナの口の高さの位置で換気されているか確認する。

d. 床およびパドック

舎内の床に求められる機能は，①滑らない，

②細菌が繁殖しない，@掃除が容易，④乾燥させ易

い，⑤オース トリ ッチが飼料を判別 し易い， など

が求められる。こうした条件を考えるとコンクリー

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。

この期間は出来れば舎内での飼育が望まれるが，

屋外のパ ドッ クで行う場合，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，が基本

条件である。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. 設備とヒナの生活環境

①飼槽-この時期は飼料の殆どを床から食べる。し

たがって，床も飼槽だと考え，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

練が必要である。エサ箱の形は，ヒナの歩行の邪

魔にならず，床から高く ても 2cm以下の高さで，

ヒナが端を踏んでもエサ箱は反転せず，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

事が求められる。これらの状況を示す非常に参考

となる配合飼料を食べるヒナの図 21を再掲した。

②水槽…オース トリ ッチは下嶋を下から突き上げて，

下I腐と顎の下に水を溜め，首を持ち上げてl喉から

胃へと流し込む。したがって水槽はヒナが下を向

く位置に飲み口が位置する必要がある。水槽の高

さは 5cm以下が適当である。奥行きは 10cm以上
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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事が

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。

飲水温度は冬期に冷たい水を飲まないように，

26
0
Cに暖めた水を飲ませる。飲水温度が冷たいと

飲水量が減り，それにしたがって飼料摂取量が

減る。飼料摂取量の数グラムの減少が成長に直接

影響する。この微妙な差が後の成長に大きく影響

するのでよく観察して注意する。

③壁…ヒナは壁なども頻繁につつく行動を行う。壁は

その結果飼料や糞で汚れる事になる。したがって

掃除や消毒の効果を高めるために，コーテイング

(ペンキなどを塗る)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。

E 群の中でのストレス

ヒナ社会の中での重要な要素は，飼育密度である。

l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

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，ヒナ聞の強弱が明確になり，

ヒナへの攻撃的な fつつきj が発生し，負けヒナが

出現し，採食出来ず弱ってしまう事がある。した

がって育雛舎の面積はヒナの羽数によって面積を

調節出来る機能を持たせると良い。 l週齢以下の場

合はエサや水の給与もなく，また糞尿も少なく，仲

間が身近にいる事が大切なので，少し密度を高く飼

育した方が良し、(面積4m2に20羽程度)0 1週齢以上

での適正密度を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 4m2，② 50羽

で36m2などが機能している。

g.飼育管理者がヒナに与えるストレス

飼育管理者がヒナに与えるストレスには，①外か

ら病原菌を持ち込む，②ヒナ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，などがあげられる。

これらの項目それぞれ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ヒナまで飼育している場合，

最も病原菌に汚染されていないのはヒナである。

したがって日常の管理作業の手順は，最初にヒナ

から始めるのが良い。これは HACCP法の基本事

項である。この順番が守られない場合は，ヒナ舎

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，他の家畜を同時に餌育している

場合は特に注意が必要となる。

②ヒナを治療など何らかの必要で捕まえ，保持する

時は，追し、かけ回さずに静かに捕まえ，保持は手

のひらを広げヒナの腹を掌に当て，小指と親指の

聞に両足を挟む。放す時は保持しているのと反対

の手をヒナの胸に当てながら足を地面に付けて

放す。前を塞がないで放すと，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ので，

放す時は前をゆるやかに塞いで、おく。またヒナが

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，ヒナ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と判断

出来る。

③管理者がたてる音，周辺での騒音，特に突然の

大きな音はヒナが驚き，走って壁にぶつかったり

する。科学的根拠はないが，ラジオなどで放送を

常に流しておくのも一つの解決策になる。

④掃除は毎日行う。タオノレなどで尿などの水分を

吸収させている場合は，少なくとも 1日1回は洗

濯し，乾燥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ヒナが大量に吸収

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

ぱしの裏側に糞がへばりっき，採食を妨げる。

⑤不断給餌が原則で，常にエサはエサ籍および床か

ら食べられる様にしておく。ヒナ時代は 1日に

7~8 回の飼料給与が良い。飼料給与が一つの摂食

刺激となるし，保護者の欲しいヒナにとって飼育

者とヒナとの“粋"関係構築の行動のーっとなる。

エサがない状態が続けば，他のヒナをつついたり，

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， 飲水， 糞原

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

は自由摂取である。ある程度ヒナが大きくなって

脚に問題が出るのは f体重が重くなり過ぎて体重を
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支えるのに負荷がかかりすぎて脚に問題が起きる」

と考え制限給餌をする人があるが，これは明らかに

間違いである。自由摂取で飼料を摂取しないと本来

持っている能力に応じた成長が得られず，正常な体

型にならず，その後成長しでも何かと問題が出てく

る。 1羽あたり 1日数グラム要求量より少ない飼料

摂取量が続くと，低栄養のオーストリッチになる

(Holle and Benson， 2001) 37)。

どのようなエサを自由摂取させるかについては，

Bensonら推奨のオーストリッチ飼育プログラム 81)に

準拠している 10町スターター飼料を用いることを

推奨している。飼料配合内容が示されている (gの項

で後述)ので，白家配合を各農場で行うことも出来

る。すでに多くの飼育者により，良い実績で成果が

出されている。

b.餌付け開始は 5-7日齢から行う

餌付けの開始は初生ヒナの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ヒナの栄養は体内残存卵

黄により行われているので，血中遊離脂肪酸量が高

く，そのためあまり食欲がないので，周囲のものを

興味本位で“つつく"ことはあるが，積極的な“餌

付け"をすることが難しい。

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，最初の卵が解化してから 1週間経つで

もまだ解、化しない卵が残っていても，親はその卵を

巣に放置したまま，すでに僻化したヒナをつれて巣

を離れることが知られている。親に連れられたヒナ

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ヒナの栄養は，ヒヲァの体

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，ヒナ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。この僻化してから約 1週間のヒナが

エサを食べない期間は，ヒナが体内残存卵黄を使う

重要な期間と理解するのが良い。残存卵黄はヒナに

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ヒナにはあまり

食欲はないが，残存卵黄が少なくなると血中遊離脂

肪酸量が低くなり，ヒナにも食欲が出てくるので餌

付けが容易に出来る。解化してから 5~7 日齢までに

初生ヒナの体重の約 20%減少するが，これは体内に

ある残存卵黄が使われたための正常な体重減少で

ある。

解卵器に卵を入れた時の卵黄の大きさを 100とす

ると， 013齢のヒナの体内残存卵黄は22，2日齢 17，

4日齢 12，6日齢 8，8日齢 5，10日齢 2，12日齢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る。生体内残存卵黄の重要性は

ニワトリよりも大きく，これは僻化時のヒナ自身の

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，ニワトりでは 54:46である

ことからも分かる。オーストリッチヒナでは初期の

栄養補給を残存卵黄に頼る部分が大きいと言える。

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，その山と山の聞は

エサ箱の底が見える程度にエサ箱にエサを入れる

と，エサの存在がエサ箱の底との対比でオースト

リッチに分かり易い。エサ籍一杯にエサを入れると，

エサをエサと認識出来ず，何かの山と認識する可能

性があり，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。ヒナのエサ摂取量は，量的には

床面からの方がヒナの時には多い。ばらまいてある

エサの方がエサと認識しやすいのであろう。

ヒナがエサをついばむという行動を認識する要

素は，色，凹凸，輝きなどがある。色は白，凹凸は

おそらく影を認識している。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。この行動によりエサ

の摂取を刺激するとともに，飼育管理者とヒナとの

“紳"が出来てくると言われている。

エサの摂取量は図 34114
)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 日齢でよいことが分かる。

14日齢のヒナでのエサ給与量は， 1羽あたり両手

一杯のエサを床に撒く程度で， 1時間ごとに，床の

上にベレットを撒き散らしてエサの給与を行う。

14日齢ヒナのエサの摂取量は 1日約 80g，35日齢で

体重約 3.5kgでは 113あたり約 1909食べる。体重

6kg で 1 日あたり 350~370g の飼料摂取量となる。
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図 34 ヒナの成長に伴う飼料摂取量の推移
(Deemingら， 1996) 11叫

飼料摂取は日の出前および日没後も行われる。この

習性は特に暑い気候の時は顕著であり，飲水と飼料

摂取は常に出来るようにする飼養管理が求められる。

d. 水とエサの準備

解化したオーストリッチヒナの最初の数週間は

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ヒナの大きさ

と数ならびにエサ箱の大きさによる。全てのヒナが

同時にエサを食べられるのが基本である。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。

水飲みの準備は，体重 5kgのオーストリッチ 12

羽で長さ 45cmの水飲み一つで、対応出来るが，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，このように新しい

水飲みを導入する場合は，それまであった水飲みは

新しい水飲みをすべてのヒナが受け入れるまで，こ

れまで同様に設置しておくことが必要である。オー

ストリッチは遠視であまり近くがよく見えないこ

とを理解して対応する。

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，エサを入れる O オーストリッチは

I実覚・視覚が非常に鋭敏であることを理解して対応

する。酸化して劣化した飼料などがエサ箱について

いると飼料摂取量を抑制する。

e. エサ籍と水飲み

エサ箱と水飲みをどのように提供するかという

ことは，提供すること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

角がなく，また，頭や脚が入って突き刺さる様な大き

な穴がないことが必須である。オーストリッチヒナは

非常に好奇心が強し、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，底が平らな，家庭で使う深さ 1~2cm ぐ

らいのもので出来たエサ箱(図 21参照)や水飲みは，

3ヶ月齢までのヒナに非常に効率的である。陶器で

出来た入れ物は，ひっくり返されて壊れることが避

けがたいので，使わない方が良い。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ヒナに

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。

ヱサ箱や水飲みの色は重要である。縁色はオース

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，

オーストリッチはあまり興味を示さない。

E コンクリート床と清掃方法

コンクリー卜床の清掃とは，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

を集めるととが出来る。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知惑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 l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良い。そうすれば
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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

床が完全に乾し、てから，オース トリッチを床に戻

してやる。固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。微生物が生存するには

水分が必要であり，乾燥した環境では微生物が繁殖

しない原則を認識して乾燥するこ とが， 清掃の基本

概念、と言える。オーストリッチは砂漠動物であり，

乾燥した環境を好む。

g. スターター用飼料の配合組成

10別 スターター用飼料 2011 版 (0~8 週齢) (形

状 :粉末飼料，図 35参照)の組成は， Bensonら推奨

のオース トリ ッチ飼育プログラム 81)に準拠して，粗

タンパク質 20.0%，粗脂肪 3.5%，粗繊維 9.5%，

JOC101プレミッ クス 0.4%，カルシウム1.54%， 

リン0.75%となる よう に粗タンパク質，組繊維およ

び リン含量を中心にこれまでの版より上方に改訂

され，その配合組成を表 73に示した。飼料原料に

は生産性が高いことが示されている乾燥アルフア

ルファ，大豆粕，トワモロコシが形状は均一な微細

粒子で配合されている。均一微細粒子の給与である

のでグ リットの給与は不要である。

E=-圃孟画面面面画面画面白圃・・・・圃・・・・・・・

図35 スターター(左図)およびグローワー(右図)の
飼料の形態

表73 JOIN スターター用飼料 20 11 版 (0~8 週齢)

(形状 粉末飼料，図 35参照)の組成

原料名 配合量(kg)

乾燥アノレフアルファ(CP15.0%) 33.6 

粉砕トウモロコシ 33.39 

大豆粕ミール(CP45.0%) 27.4 

炭カル 1.44 

第3リンカル 2.72 

大豆油 0.865 

メチオニン 0.185 

JOC 101プレミックス 0.4 

合計 100 

[農業畜産情報]

中国産鶏問題で波紋耐性菌発生危ぶむ専門家や消費者団体 リスク管理徹底を

中国山東省や山西省の養鶏場で，鶏の成長を促したり病気を予防したりする成長促進剤や抗生物質が過剰投与され

ていたことが発覚したことを受け， 日本国内に波紋が広がっている。専門家や消費者団体からは抗生物質が効かなく

なる耐性菌の発生や，過剰投与による残留の危険性を指摘する声も上がっている。日本は中国から，空揚げなどに加

工した「鶏肉調製品j として年間約 22万トンを輸入しているだけに， リスク管理の徹底が求められる。

農業情報研究所を主宰する北林寿信氏は，中国での過剰投与の背景には「密集して飼養しているため，鳥インフノレ

エンザに感染することを防ぐのが目的ではなしゅリとみる。抗生物質をあらかじめ鶏に大量に与えておけば，鳥イン

フルエンザウイルスの増殖を防ぐことができるという。半面 r抗生物質が効かない耐性菌も生じるため，世界的に

問題になっているJ と指摘する。 耐性菌が増えれば，人聞が感染した時に抗生物質が効かず， 死に至る恐~t1もあると
いう。北林氏は「抗生物質は，過剰投与で耐性菌が発生するだけでなく，鶏肉中にも残留する。鳥インフルエンザの

予防に効果がある抗生物質の中には，睡眠障害や幻覚など副作用を引き起こすものもあるJと指摘する。

農水省によると， 囲内では，鶏の飼料に抗生物質を添加する時期や量を「飼料安全法Iなどで定めており，過剰投

与を防ぎ，鶏肉中に抗生物質が残留しないよ う規制している。 耐性菌の発生を防ぐため人間の医療上，重要な抗生物

質は，家畜に使うことも認めていない。

日本消費者連盟の天笠啓祐共同代表は 「米国では人間に使う抗生物質を家畜に使用することを認めており，耐性菌

に感染して人が死亡している。規制のない中国でも，耐性菌が生じている恐れがある」 とみる。中国産の鶏肉調製品

について厚生労働省では 「問題の鶏肉が日本に入ってきていないか，詳しく調査している段階J(監視安全課)とし、

う。ただ， r抗生物質ごとに残留の基準値を設定し，国内 13カ所の検疫所でモニタ リング検査をしている。基準値を

大きく超える調製品が園内で、流通していることは考えにくいJ(同)としている。
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