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オーストリ ッチ 飼青 学 (2) 

奥村純市*

II 港北管の生体機構

1. ヒナの生体機構

14 日齢の雄ヒナの胸腹部の生体機構毘を

Deeming (1966) 16)の原図で国 lに示した。ヒナが鮪

をクチパ、ンで、ついばむと，頭を撮り，餌の残りの部

分を振り払おうとする。ついばんだ餌は，日の突の

袋のようなところに飲み込むまで溜まっている。常

にではないが，通常は館を飲み込むときに頭を上げ

る。オーストリッチはl者が無二く， I酎伎には酵素が含

まれておらず，苦には味苦がない。

関 1 14日齢の雄ヒナの胸腹部の生体機椛
(原図:Deeming (1996) 16) ) 

食道は首の右側を通っており，食べた餌を飲み込

んだあとをよく観察していると，餌が通るのが容易

に観察できる。食道は胸腔から腹腔に入り，立与し、膜

の器官である腺肖につながっている。オーストリッ

チは鳥類では珍しく食べたものを貯蔵しておく味

のうがない。関での消化と発酵は腺胃で始まる。他

の走鳥類と違いオーストリッチの腺胃は大きく，横
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の形になっており，中央線の少し左にある。 腺腎の

上部には!燥が閉口しており，そこから塩酸(胃酸)と

消化液を分泌している。

J保育の背鰭の前方は筋胃につながっている。食べ

た小石などはこの筋胃に残っており，“街"として

餌の物理的分解に寄与している O 小石などの“グ

リット"は，この物理的分解能以外lこ，“胃腸詰ま

り"の原際物質にも成るので，このグリット給与の

是非については長い間の論争があったが，オースト

リッチ畜産の先進地では，現在行われている養鶏と

同じようにグリットを用いないで成功している例

が多く報告されており，これについては詳しく後述

する。

筋宵は小腸につながり，小腸は十二指腸，空腸，

剖腸の 3部より成り立っている。餌の消化はこの長

くて，五与し、管である小腸の中ですいH設から分泌され

てくる酵素により続いている。すい臓は十二指腸の

下降する部分と上昇する部分の間に位置している。

小腸は田!l揚 盲腸結合部で大!l易とつながってお

り，ここでは一対の盲腸が連結している。盲腸は薄

い膜の先端が行き止まりのチューブで，百腸では繊

維類の発酵が腸内細菌の働きで行われているが，繊

維類の発酵は大腸で行われ，ヒナの成長につれ主要

なエネルギー供給場所となってくる。ヒナの腸の発

達は 30日齢にもなれば腸全体の 57%が大践となり，

繊維類を発酵して揮発性脂肪酸(VFA)を作り，それ

をエネルギー源とする。これらによりオーストリッ

チが効率的なセルロース消化動物であり，真の家禽

主主食動物(avianherbivores)といわれるゆえんである。

最近では分子生物学的手法を用いて，蹴維を発酵して

VFAを産生させる細菌の同定がなされている 1i，18)が，

発酵が盛んな盲腸内でのプロゾアの存在は検出さ

れていない 19)。

大腸(結腸)は 2 部に区別され，前方は1~j与し、管であ

るのに対して，後方部分は厚い管である。大腸はヒ

ナの成長とともに発達する。

肝臓は胸部に位置しており，青色がかった褐車で，
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しっかりとしてこ葉であり，それぞれ各一葉が心臓

の両部に位置している。胆管は右葉から出ており，

十二指競と直接つながっているが，胆嚢はない。牌

識はソーセージ状の形をした濃い赤色をしており，

右の腎臓より前に位置し，そこで腺胃の疫に付者し

ている。一対の胸腺が主主の娘本の絢部の入り口に見

られ，黄色をしている。鎖骨下静脈の始まりのとこ

ろにある濃い褐色の丸い形をした2{1闘の甲状腺がある。

2. 卵黄嚢の消長

ふ化したオーストリッチヒナは残存卵黄を体内

に持っており，この残存卵黄は“卵黄嚢"とよばれ，

ふ化後のヒナはこの卵黄嚢からの栄養補給により

何民間か生存することが出来る。 2J鹿齢までのヒナで

は，卵黄嚢が細い管でソj、競とへそに近い体療につな

がっている。間 2(こ卵黄裳の解剖閲(Huchzermeyer，

1998)ぬ)を載せた。

卵黄嚢の大きさはオーストリッチヒナでは 250g

以上あり，新生ヒナの体重の 30~35%に相当する。

表5に各務部重の那から僻化したヒナの日齢と卵黄

嚢の消失過程(Deeming，1996) 16)を示した。

a:へそ導管
b:卵録勝管務:管

図 2卵芸者裂のf将釘IJ[菊 (Huchzermeyer，1998) 20)) 

この邦黄嚢はヒナのエネルギーやタンパク質源

となるだけではなく，膿汁のような僻卵中に胎克で

作られる有毒な代謝産物も含まれている。解化した

ヒナの第1認には既に卵策裳は務実に用いられてお

り， 12日齢までにとナの体内で，すべての那黄繋が

使い切られるようにするのが理想である(表5参照)。

那黄嚢による栄養補給は上記のように 12日齢まで

通常行われるので，この間のヒナの餌料の栄養素不

足の問題はあまり表立つては現れない。

3. 卵黄嚢の感染

卵黄嚢はとナの栄養源、として役に立っているだけ

ではなく，微生物が生息する理想的な場所を提供する

ことが大きな問題となってくる。感染した鼎黄嚢は 14

日齢までの高いヒナ死亡率の原因となっている。

卵黄嚢感染したヒナの症状は，あまり食欲が無く，

不活発で，主主を持ち上げて背を丸めた物愛げな様子

である。着実な体重減少が起こり，通常は死んでし

まう。死後解剖すると，ヒナは大きな押黄を持って

いることがよくあり，この那黄には臭いがあり，赤

く燃えたような濃し、色が付いていることが多い。こ

の那黄の重さを測定してみると，解卵器に入れた卵

とヒナの日齢から推定した値(表5参照)より

ことが多い。

卵黄嚢の感染は微生物汚染による感染であるが，

伝染性はなく，卵黄嚢感染ヒナからグループの他の

ヒナに感染したという例はない。

卵黄嚢感染ヒナは通常 14~21 日齢以内に死亡す

るが，あるヒナの例では 3ヶ月齢で感染した那黄嚢

が発見されたという例もある。これらの場合，腐敗

した卵黄嚢が腹膜にくっついて結合組織によりカ

プセルに包まれたようになって見つかっている。潤

題のヒナは成長が悪く，異常行動をとる。

表 5 色々 な卵重から折、イヒしたとナの日鈴と卵黄裂の消失過程 (De巴ming，1996) 16) 

主主初のJ;lIJl玄に 1200gの卵から 1500gの卵から 1800gの!lIJカミら

臼i計I 対する卵黄奨の 解化したヒナの w浮イとしたヒナの 解化したヒナの
割合

。 22 264 330 396 

2 17 204 255 306 

4 12 144 180 216 

6 8 96 120 144 

8 5 60 75 90 

10 2 24 30 36 。
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卵黄の感染はへソの関口部を通じて起こるが，ヒ

ナが鮮化する前の体内に十分入り込んで、いないと

きに，ヒナを鮮卵器の汚い環境に暴露すると起こる。

卵黄嚢の感染予防に清潔さと衛生が非常に重要で

ある。卵黄嚢の感染の多くの例で，ことにカどが原

因の時は，ヒナが卵から原因を持ち込んだと推定さ

れる。解卵前，あるいは解卵中に卵が内容物に汚染

されたのであろう。

原宙物質を同定するために，ヒナの死後卵黄裳内

容物を培養することが勧められる。これは非常に重

要なことであり，問題はこの産卵オ一ストりツチの

卵管の慢性疾

ているのと関連しているのか毛在ど知る手がかりとなる。

卵黄の汚染症に効果的な処置方法は無いようで

ある。へソの関口部に抗生物質を散布するのも一方

法であるが，既に感染してしまっている卵黄裳には

効果がほとんど無い。ヘソから卵黄が少し体外には

み出しているとナがし、ることがある。これらのヒナ

には滅菌消毒した縫合糸でっき出している卵黄衰

を体内に入れて縫合し，その周辺を抗生物質で散布

し，ガーゼでその周辺を清潔にしてやる。残念なこ

とにこの治療法による治療後の経過予想はあまり

よくない。卵黄嚢感染症が閉館であると -ll診掛さ

れると，効果的な治療法を施すには通常還すぎる。

問題の予防は良い巣，良い卵，および良い解卵器/

発生器で行うことである。劇的な治療法としては外

科的に卵黄嚢を除去することであるが，多くのヒナ

は既に弱っているので，この手術の成功の確率は非

常に低い。さらに問題なのはこの処置には費用がか

かることである。コストに見合うだけの効果がある

かどうかは疑問である。

“卵黄嚢残存症"とは単なる卵黄嚢の存在がヒナ

を殺すことであると受け取られ，オーストリッチヒ

ナの死亡原由としてはよく使われるが，これはバカ

げたことで，卵黄表が鰐化後のヒナの発達にみられ

るのは全く正常なことである。しかし，もし卵黄嚢

が感染していればこの感染が陪題なのであり，卵黄

自体のことではない。もしヒナが寒すぎるところに

いると，卵黄裳を手IJ用することが出来なくなり，死

後の剖検で大きな卵黄裂が見られるが，この場合環

境温度が低かったのがとナの死亡原屈である。“卵

黄嚢残存症"を診断名として受け入れられない。受け

入れれば，更なる問題探求が止まって問題を処理する

ことになり，予防しないで再発を許すことになる。

4 オーストリッチ消化管の特徴

表6に各種動物の腸の長さを体長との比で比較し

た結果を掲げた。ヒトは体長の 4~5 倍の長さの腸

をもっており，イヌに近い。主主食動物は革類などの

織維を発酵させるため比較的長い賜をもっている。

草食動物でも，繊維の発酵場所が茂甥腎(ノレーメン)

で行うウシ，ヒツジ，ヤギなどと， E5賜が発達して

盲腸で行うウサギと，直腸が発達して夜腸で行うウ

マがある。オーストリッチはウマと同じように直腸

が発達しており，賜全体の長さも体長比で 10倍と 9

倍である。オーストリッチは成鳥となるとウマの消

化生理と非常によく似ている (Skadhauge ら，

1996)2])。

7 (こ成鳥の 52i盟齢のオーストリッチ 20~~の腸

の長さを調査した Bezuidenhout(1986) 22)のデータを

示した。成鳥となったオーストリッチの直腸は 16m 

もあり，勝全体の 66%も占め，巨大な発酵槽として

働いている。直甥(rectum)の本当の意味は「真っ直

ぐJな腸という語源、の意味であるが，真っ直ぐでな

いので不適切表現であり， Bezuidenhout (1999) 27)は

曲がっている腸である由腸(colon)と言った方が適

切であると主張している。

オーストリッチにおける直腸は週齢とともに発

達する。小腸:直腸の比を適齢の進行と共に調べて

みると，初生ヒナのときは 1: 1であり， 2遮鈴では

1 : 1. 5となり， 6ヶ月齢では 1: 2となっている。

表6各動物の月号の長さ(体長比)

表7成オーストリッチの絡の長さ

(括弧内はs分ネを示す)(Bezuidenhout， 1986)2i) 

オーストリッチ
20羽平均

十二指腸 0.8m (0.033) 

空月号 1.6m (0.06) 

回路 4m (0.165) 

高紛 0.95m (0.074) 

直線 16m (0.66) 
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このように加齢とともに直騒が発達し，この直腸は

発酵槽として働くので織維の消化率が上がり，アル

フアルファなどの繊維が多い銅料では，加齢ととも

に代謝エネルギー僚が上がるのである。この良い例

を表4に示した。

表 8，こは，まだ 30伝齢と腸管の発達がこれから

というオーストリッチ(Choら， 1984)23)とニワトリ

の成鳥である成鶏(Calhoun，1954) 24)との腸の比較

を示した。まだ若いオーストリッチで現にオースト

リッチの特徴がよく現れており，ニワトリと比較す

ると，小腸が娃く，大腸が長いことが分かる。相対

的に見ると，ニワトリに比べて，オーストリッチは

ノト腸が約 40%と短く，大腸は約四倍と長い。

表830日齢のオーストリッチと成鶏の腸の長さ

(括弧内は吉分率を示す)

オーストリッチ ニワトリ

(30日齢) (成鶏)

全腸の長さ (m) 2.82 0.68 

小競 1.04 (0.37) 0.61 (0.90) 

0.16 (0.06) 0.05 (0.07) 

飼料の消化管通過速度を見てみると，腸の長さが

としてよく表れている。オーストリッチの銅料

通過速度はニワトりよりはるかに長く，反翁動物の

ウシやヒツジ，あるいはウマとよく似ている。 42

日齢(体重 5~10 kg)で 39時間， 210 日齢(体重 42~

50 kg)で 47.9時間と報告されている CSwartら，

1993)却。これらの数値からも，若い頃からの大腸

における発酵が推測される。

鴎 3に木孝昌 (2009)26)による成オーストリッチ

の消化管構造臨を示した。 a~思頭， b食道 c腺胃，

d筋脅， e十二指腸， fノj、賜(空腸，閉競)， g 

対)， h大腸(結腸，直腸)，総排准腔である。

線開では消化酵素が分泌され，ここでは易消化性

炭水化物，脂肪，タンパク質の消化が始まる。線腎

の分泌腺関口部領域が約 300mmあり，分泌線開口

数は約 300ある (Bezuidenhout，1999) 27)。これら栄

養素の消化は，更に十二指腸，づ小、腸に進んで

ら分泌泌、される消化酵素でで、行われる。消化酵素スク

ラーゼ，マ/レターゼは七面鳥と同じレベルの消化能

があるが，トレハラーゼは無いので昆虫は消化され

ない。セルラーゼ、は無いので，難消化性炭水化物の

セルロースなどの治イヒは線腎や十二指腸，小腸では

行われず，これら難消化性炭水化物の消化は消化管

下部で、ゆったりとした通過時期をとって，大腸の腸

内微生物による発酵で行われているのが大きな特

徴である。

消化管運動である線開，筋胃，十二指腸の収縮サ

イクルはニワトリ，七面鳥と伺じである (Degenら，

1994) 28)。

成長した沼化管の長さは，十二指腸 0.8m，~腸

1. 6m，間腸 4m，富鵡 0.95m，箆腸 16mである(表

7)0 度務は 16mと非常に長く，ここでの難消化性

炭水化物の消化(総繊維の腸内締歯による発酵)が

行われるのが特徴で，ウマと陪じ単宵草食動物で構

造的によく似ているが，ウマの大腸は 7mで，オー

ストリッチの組織維消化がし、かに強力であるかが

判る。その良い例として，馬の糞をオーストリッチ

は食べて栄養素として利泊出来るし，成オースト

リッチの糞には臭いが無く，完全な消化で糞に栄養

素が無いのでウジもハエもわかない。

これらの構造から，オーストリッチは“単胃草食

動物"と呼ぶのが遮切である。草食動物にはオース

トリッチ，ウマ，ウサギのような単符草食動物と，

ウシ，ヒツジ，ヤギのような“反綴野草食動物"と

a 11悶頭/b食道/c線腎/d筋腎/巴 1-ニ指月号/fノHI号
(空月号、田勝)/gliJJI号(一対)/h大腸(結勝、

箆勝)/i総排j世腔

関3 成オーストリッチの消化管構造図
(宮木孝昌 (2010)26)) 
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がありl'手腎E草食動物では単胃において消化性炭水

化物，脂肪，タンパク賓が消化され，その後下部消

化管で、難消化性炭水化物が腸内締菌による発酵と

いう形で消化されるのに対し，反務青草食動物は消

化性および難消化性の全ての炭水化物と脂腕，タン

パク質の消化が全てまず反縄開で行われ，特にタン

パク質は反綿胃微生物の細菌によるアミノ離合成

とそれを捕食する原生動物で供給されるというメ

カニズムがあるが，単胃康食動物にはこのメカニズ

ムが見られず，両者の消化管のメカニズ、ムは根本的

に異なっており，特にタンパク質栄養で顕著である。

この消化管上部で行われるタンパク費栄養を大腸

で行われるエネルギ一栄養と上手くタイミングを

合わせて供給するのが，オーストリッチ栄養をト分

に機能的に行うポイントであると筆者は考えてい

る。具体的には，オーストリッチを生産g的として

畜産的に館育するには，単品の飯事j.給与は避け，総

合的に配合されている飼料をよく細断・ j笠祥・混合

して給与ーすることが求められている基本原理のポ

イントであろう。

消化管内 pHは，腺間 (pH2.0)，筋腎 (pH2.0)，十

二指賜(pH7.0)，空腸(pH7.0)，回腸(pH7. 0)，吉腸

(pH 7.0)，直賜(pH8.0)である (Swmtら， 1993)29)。
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