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逆ニュージーランド雑感

藤原　昇＊

はしがき

往年の畜産学徒なら，誰でも一度は訪れてみたい，

と思ったに違いない牧畜の国，ニュージーランド

（New　Zealand：NZ）。不幸にも現役を退いてから，

やっと旅する機会がおとずれた。皮肉にも農学部畜

産学科の教師を辞めてしばらくしてから。

筆者がまだ中学生の頃，兵庫県に「川瀬牧草研究

所」があり，所長「川瀬勇先生」が書かれた「牧草

講義」を必死で読んだ。　「よし，自分も大学を卒業

したら，NZへ行って牧畜の勉強をしよう」と遠大

な夢を抱いていた。

農学部畜産学科を卒業，しばらくしてNZへの留

学を考えたが，あの頃，NZへはニュージーランド

航空（New　Zealand　Air）「しか」運行しておらず，

しかも旅費が極端に高かったので，貧乏な筆者には

無理で断念した。いつの間にか年月が経ち遂に定年

を迎えた。

　退職後，近隣の私大・短大でお世話になったが，

私学の教育に「矛盾とジレンマ」を感じ「もやもや」

した気分でいた頃，NZで大学を経営されている1

人の目本人にお会いする機会があった。その人の招

待で図らずもNZを訪問する機会がやってきた。3

年前の初春，向こうでは初秋，初めて地球の裏側を

体験した。それから毎年お邪魔している。その体験

を想い出すままに筆を進めた。

NZの概要
招待された大学での集中講義の後，連年レンタ

カーを借りて北島を中心にあちこち訪ねた。筆者が

痛烈に感じたのは，正直いって，この国が「貧しい

国」だと言うこと。これには異論もあろう。これは

「人それぞれ」「たで食う虫も好き好き」で，その

人の価値観や人生観の相違で，大きな違いがある。

現に，筆者がこの国を訪れる前に友人がいった。

　rあの国に対する評価は“真っ二づ’で，好きか

嫌いかだj

　rもう一度是非行ってみたい」

　「もう二度と行かない」

確かにそうかも知れない。実際にこの国を訪問し

て確信した。筆者のようにr人生を斜に構えて」生

きてきた輩にとってはrびっくり・がっかり」した

ことの方が多い。NZに来てみると正しくその通り。

　たとえば最初の訪問は愚妻と一緒。オークランド

（Auckland）空港からレ著タカーで走り出した途端，

彼女の第一声は，

　rわ一，素晴らしい国だ！」

　筆者は車を運転すること10～1耳分で

　「ああ，この国は貧しいな」

　愚妻は続けた，

　r私の高校時代の友人で，あの当時（50年前）NZ

でホームステイした彼女が，“死んでもいいくらい

感動した”といっていたのは本当だ！」

・やっぱりそうなのか。

　ここで筆者の「へそ曲がり」的視点からNZを概

説してみたい。常識的な国情（2004）：

　（1）人　口13，931，823人

　（2）国土総面積：270，530㎞2，

　（3〉首都：ウェリントン，

　（4）通貨：NZドル（1＄≒75円／‘06），

　（5）言語：英語・マオリ。

写真1　山を切り開いて造成された牧草地

＊クラーク記念国際高等学校／元九州大学大学院
（Nobom　F両血ara） 0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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国の誕生
　この国の本名はマオリの言葉で「Aotearoa（the

land　of　the　long　white　cloud）」。9世紀頃，ポリネ

シアからやってきた「マオリ」族によって産声をあ

げた。

　ごく最近の国情。住民（国民）について少し問題。

！980年以降，アジア地域からの移民が20万人以上

となり，このままで行くと，2021年までには，総人

口の13％以上がアジア系の人達になってしまう。そ

うなればこの人達の就職・失業が大きな社会問題と

なる。

　一方，この国のr国力」を少しでも上げるために

は，人口を増やして「納税率」を高める必要がある。

そのためには人口を増やすしか，有効で手っ取り早

い方法はない。

　国の経済の大部分は「税収入」，これしか手段は

無い。とりあえず「移民」によって，頭数（あたま

かず）を増やすというイージーな方法に頼るしか術

も無い。国土も狭いし，産業を興すのも大変だから。

ある時，NZ在住の友人はいみじくもいった。

　rこの国の人口は400万人足らずだから，モノを

生産しても売れない」

　「採算が合わない」

　「会社が成り立たない」

　rだから，賃金・値段の安い中国製品を輸入した

方がいい」

　これがこの国の「ジレンマ」でもある。

　2003年，ある「政府の要人」がいったとか。

　r現在の移民の状況は，ちょうど1970年代，太

平洋の島国からの移民現象に非常によく似ている」

　rだから，21世紀の人種差別・偏見は，アジア系

の人達に向けられるだろう」

　人種問題が大きくのしかかっている。税収と同時

に，この国が直面している，未来への大きな試練で

もある。

　この国に到着して，まず目に付くのが，ものすご

い数の「中古の目本車」。知人の話だと，車の約90％

は目本車，しかも中古が大半。レンタカーを借りて

も，日本車の場合，ほとんどが走行距離「10万㎞」

以上。筆者は目本でr10万㎞」以上の車に乗った

ことがないので，スピードを出す気にもなれず，狭

い一本道を80㎞前後でrのろのろ」走る。ほとん

どの車が「追い越して」行く。

　「おいおい，こんな狭い国，そんなに急いで，何

処へ行く」

　この国に来ると，短気な筆者もr気が長くなる」。

と同時に「寿命jも延びること間違いない。筆者に

とっては，祖国では考えられないドライブ。筆者は，

未だかつて「ゴールド」免許証を手にしたことがな

い。筆者の「運転振り」は容易に想像がつこう。

　こんな国情だからか，優秀な若者がこの国に残ら

ない。多くの若者が，隣国オーストラリア，英国あ

るいは北米，さらにはヨーロッパの大学へ進学し，

そして「NeveHetum！」という話も聞いた。この国

に「就職できる産業」がないからだ。隠れた情報と

してr若者の自殺率」が「世界一」と言う噂も耳に

した。この国に明るい未来はないような気がしない

でもない。

　こんな情報を「表沙汰」には出来ないので

「Un㎞ownNews」あるいは「HushedNewsjとし

て闇に葬られている。こんな話をしてくれるのは余

程の「友人」である。いずれにしても，この国が「破

竹の勢い」で「突っ走っている」とは思われない。

　かって世界に冠たるr経済大国」としてrRabbit

house」に住みながら「札束」を振りかざし，わが

世の春を満喫した「Economic　Animal　Kingdomjか

ら飛び込んできた旅人には，ちょっとも「響かない」

国。貧乏が悪でリッチが善とも思わないが，その国

の「国相」は「それなりに」あってほしい。

　この国の「プロフィール」をちょっと。

（1）環　境

　この国はオセアニアに位置し，2つの島（北島と南

島）からなっている。2島とも山脈中心で，北島は火

山と平地と間欠泉が多く，南島はアルプスで横断さ

れており，3，000m級の山脈で覆われている。気候

は中程度の雨季があり，南島では気温は冷涼。国家

経済の基本は農業であるが，最近では環境も重要な

産業になりつつある。

（2）社会情勢

1）人　々：ヨーロッパ系民族が80％，マオリ族は

　　　　14％，太平洋諸島からの移民6％。

2〉宗教：英国国教徒，プロテスタント，カトリッ

　　　　ク，イスラム教徒，マオリの宗教。

3）公用語：英語とマオリ（英語が主）
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（3）国の情勢

　国の概要をみると，

1）公式国名：NewZealand（English）Aotearoa（Maori）

2）国家管理（行政）上の区分：15の「town」と

　　　　　　　　　　　　58の「district」

3）首　都；Wellington（人口343，000／‘03）

4）他の都市lAuckland（人口1，120，000）

　　　　　　Christchurch（人口　344，000）

　　　　　　Dunedin（人口111，400）

　　　　　　Hamilton（172，400）

　　　　　　Pa㎞e聡ton　North（75，700）。

　ここで，この国がいま一番「カ」を注いでいるこ

とについて。

（1）環境への挑戦：NZが直面している最大の問題は，

森林伐採（defbrestation）と土壌流出（erosion）。と同時

に，この国に固有の動植物相が，ヨーロッパ移民に

よってもたらされた外来種（移入種）によって絶滅

の危機に晒されていること。熱帯雨林も同様に移住

者によって伐採され，作物栽培畑や牧草地に開墾さ

れたこと。ごく最近では，農業・畜産分野における

「遺伝子操作」も大きな問題となっており，これに

反対するキャンペーンも大々的に行われている。

写真2　遺伝子組換トウモロコシ畑

（2）女性の権利：NZは女性の国政への参加にっいて

は，パイオニア的存在。1893年以来，女性は投票に

参加し，1919年以降は，国政選挙にも参加。2002

年には，女性の国会議員が全体の30．8％を占めるま

でになった。女性の大臣は18，7％。1999年と2001

年には，女性首相が誕生。この方面は多いに注目さ

れている。2001年の総選挙で，女性投票者が男性を

上回り（IOO対105），さらに労働党の半数以上を獲

得。

（3）子供の状況：2002年，マオリの子供の数が，NZ

の少数派の1／4（25％）に達した。乳幼児の死亡原因

の1／3はr急性乳幼児死亡症候群」，そのうちの59％

は，父母かあるいはそのどちらかが「喫煙者」。1998

年，1，000人のマオリの子供のうち，2．2％が，この

原因で死亡，マオリ以外の子供では，0．7％がこの

病気で亡くなった。

（4）原住民の情況：マオリの人達は，この国を

rAoteora」と読んで，1000年以上も昔から住んで

いる。初期の頃，結核，腸チフス，天然痘，その他

の病気，さらには火器の導入，種族間の争い，ヨー

ロッパからの侵入者との戦争などによって，多くの

マオリ族は減少（1800年頃には，約100万人と推定）。

2002年，マオリ族とその子孫は，人口の約16％，

597，800人と推定。マオリ族の出生率は，ヨーロッ

パ系の人達よりも高いが，貧困や就職難で苦しんで

いる。最近では，マオリ族の州の独立を認めてほし

い，と要望している。とくに政府への関与，マオリ

族の土地所有，海岸の占有，漁業権，マオリ文化と

マオリ語の保存などを要求。しかし，実現は難しい。

　NZでは，このような人権や男女性別の問題にっ

いては「先進国」的態度をとっているので，最終的

には，マオリ問題も，アジア系移民との関連で，前

進する可能性は，必ずしも低い，とは筆者自身は

思っていない。多いに期待している点でもある。

（5）移住者・難民の問題1亡命や難民申請を希望す

る人達が置かれている状況は，この国でもそう柔軟

ではない。2000年，2350人の申請があり，認可さ

れたのはたったの311人（13．2％）。2002年の場合，

難民申請をしている国は，タイ，インド，イラン。

却下される率が高い国は，タイ，インド，スリ ラン

カ。

　余談であるが「死刑」は1989年に廃止。最後の

死刑執行は1957年。ついでの数字を示してみると，

　（1）平均余命（寿命）：78．3歳，

　（2）国民総収入（GNI／capita）：N＄13，710

　（3）HIV感染率：0．1％（15－49歳）

　（4）5歳児以下の死亡率：0．6％

　（5）母親の死亡率：7／100，000人で，先進国並の数字。

　しかし，なぜか，この国に関しては，国際レベル

での評価が少ない。それもそのはず，人口密度が極

端に低いので，比較にならないのかも知れない。

　ごく最近（2000年初期）のNZで，取り上げられて
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いる事柄を幾つか紹介してみたい。

　（1）エネルギー生産の代替（風車など），

　（2）動植物の遺伝子操作の問題，

　（3）失業率（雇用）の問題，

　（4）教育財源の問題，

　（5）犯罪（常習）者の問題，

　（6）児童虐待の問題，

　（7）土地所有制度の問題，

　（8）健康サービスと移民の問題。

　これらは，地球上の多くの先進国でも，間題と

なっている事項で，特別NZに限られたモノでもな

く，人間が生活している以上，避けて通れない，一

般的な課題でもある。

牧童の夢の現実
　この国は人口が約400万人，羊が』5，000万頭とも

いわれており，まさしく「牧畜の国」である。今回

の旅ではこんな情報は全く知らずに入国した。なぜ

なら巷に出ている旅本の情報は必ずしも正確では

なく，時には「大きな問違い」を犯すこともあり，

ちょっと危険なので「白紙」の状態でやってきた。

　かつて中東のある国を旅した時，通常の旅行本を

持参していろいろと質問してr大恥」をかいたこと

があるので，事前の不確実・不正確な知識は「無い

方が増し」だと思うようになった。いずれにしても

r真実は自分の目」で，その国をみてそこに住む人

たちと話をしてみたいと思った。「百聞は一見に如

かず」の精神で。

　この国の面積は小さいが，レンタカーで走ってい

ると，車窓の風景はrお見事」。素人目にはr天国」

かも。筆者には真実が映し出されているような気が

してならなかった。筆者がこれまで抱いて来たNZ

やこの国を訪れた人達の旅行記などで読んだ感想

とは「ちょっと」違う。

筆者がこれまで足を踏み入れた国はrたった」の

36力国に過ぎないが，それぞれの国で強烈な印象を

持った。

　たとえば筆者がお世話になっている大学のある

町，北島南部のパーマストン・ノース（Palmerston

North：PN）は，この国でも有数の農業・牧畜地帯だ

といわれており，大学のキャンパスをちょっと離れ

ると，そこはもう素晴らしいr牧場」。車窓に飛び

込むのはr広大な牧草地」と牛と羊の群「だけ」。

r牧畜の国」に相応しい光景，筆者には，ある意味

で「胸の詰まる」想いがする。

　ある年，講義の途中で，学生たちに

　r君たちがファームステイする時，その農家は

リッチだ，と思うかな」

　「いや，結構貧乏ですよ」

　「じゃ，目中は何をしているのかな」

　rただ，休んでいるだけですよ」

　こんな調子で，学生たちはrありのまま」をしゃ

べってくれる。

　ある時，この大学の目本人教授に

　「この国は，どちらかといえば，貧乏ですね」

　「いや，先生，結構な金持ちもおりますよ」

　「だれですか」

　「農家の連中ですよ」

彼は目本語の教師で，この国に20年近く住んで

いる。子供さんが，全寮制の中高一貫の学校で学ん

でおられる。この学校に来ているNZの生徒のご父

兄は，社長，自営業の方，それに農家の方。だから

彼はいった。

　「農家は結構裕福だと思いますよ」

　それでは，この国で「牧畜だけ」で食っていくた

めには，どの程度の規模が必要なのだろうか。筆者

が，狭い範囲で得た情報から推測すると，少なくと

も「羊」では，数万頭，牛では，数百頭であろう。

　この国の牧畜の歴史を見ると，これまでは家畜と

言えばr羊」であったが，最近では，現金収入を得

るためにr乳牛」を飼育している人が多くなった。

毎日現金収入があるから。

写真3　早朝、牛を放牧場に誘導（経営は？）

　この国には「ゲップ税」というのがあり，羊や牛

の「ゲップ」やrおなら」に対して課税するという
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もの。しかし・，農家の人達には，勿論r不評」。

　「政治家は，クレージーだ」

　と立腹している農家が多い。　r課税率」は，聞く

ところによると，勿論，飼養規模によって異なるが，

1～2ドル／頭／年間とか。

　政府の見解は，これによって少しでもr地球温暖

化防止」へ貢献しようということらしいが，本当に

効果があるのだろうか。しかしr環埠立国」とかr自

然保護大国」．を自認しているNZとしてはr痛し痒

し」の国策かも。

写真4　山道の国道、砂利を撒いた直後

牧畜の国の盛衰
　誇り高きアングロサクソン（Anglo－Saxon）の末喬，

大英帝国と謳われた国から「たどり着いた」人達が，

NZの原住民であるrマオリ（Maori）」の人達を追っ

払って，緑の国を「造成」したのは，祖国を思い起

こすための「手法」だったのか。

　飛行機でこの国の上空を飛ぶと，眼下に広がる

r緑の大地」は，まさにr壮観」という言葉がぴっ

たり，人によっては「心が癒される」こと請け合い。

一般の人達が抱くNZの「第一印象」がこれ。本当

にr素晴らしい国」だと思ってしまう，だろう。

　ある年の集中講義で，筆者が出したレポートの最

後に，ある学生が

　「まあ，よくもここまで山を切り崩したものだ」

　とr吐き捨てるjように書いていた。非常に印象

に残った。彼は農家の俸でもなく，農業に興味を

もっていたのでもない。これほどのr印象」を持っ

たのはr心」に何か大きな「疑問」を感じたからに

違いない。

　筆者が，オークランドからパーマストン・ノース

に飛んだ時，真っ先に「脳裏をかすめた」のが，こ

のr緑の丘陵地帯」。同時に，筆者がイギリスを旅

していた時に感じた第一印象と奇しくも同じ。あの

国は，一見すると「貧相な国」であるが，農家を

訪れたり，牧場を見学したりすると，それなりに生

計を立てている。

　ある時，英国の農家に泊めて貰った。養鶏農家で

あったが，外見に似合わず，リッチな暮らしをして

おられたのを，今でもはっきりと覚えている。

　今回も，この国は，同民族末喬の国であるから，

否応なくそのr遺伝子」は受け継がれているはず。

あちこちで，その片鱗を見ることができた。

　その典型がr山を切り開いて」牧草地を造成した

こと。多くの素人は，昔から，あのようなr緑の丘」

があったのだ，と思っているかも知れないが，あれ

はまさしくr人工緑地」。

　この緑地（牧草地）のr地力」も，草の生育勢いか

ら察すれば，それほで「肥沃」ではないこ．とが分か

る。「肥培管理」はどうしているのだろうか。まさ

か「ゴルフ場」と同じでは。

　ある時，NZの大学教師に，この国の農業・畜産

について聞いたことがある。筆者が若い頃，夢にま

で見た「カンタベリー農科大学」の存亡。この国に

来るまでこの大学が消滅したということを知らな

かった。思わず「愕然」し，大きく落胆。その教師

に，

　「どうしてこの牧畜の国で，農科大学が消えたの

か」

　「農学部志願者がいなくなったからだ」

　「それは，この国に農業や畜産が無くなったこと

を意味するのか」

　「その通りだ」

　開いた口が塞がらなかった。この国「でも」そう

なのだ，と妙に納得したから不思議な心境。どうし

て「こう」なったのだろうか。自問自答して見たが，

答えは見つからなかった。

　旅の途中で，峠を越えていると，ribrsale」とい

う張り紙のあるレストランが目に留まった。小型の

軽自動車が止まっていたので立ち寄ってみた。田舎

の「おばさん」風のご婦人が暇つぶしか，編み物を

しておられた。

　「コーヒーありますよ」

　といわれ，四方山話をしていると，
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　「私はこの部落の農家の母ちゃんです」

　「ああ，そうですか。それでは，今晩ファームス

ティさせてくれませんか」

　「いや，うちは貧しい農家だから」

　「家畜はどのくらいいるんですか」

　「牛が80頭，羊が900頭です」

　rそれで，この国では，どの程度ですか」

　「大体，中の下」

　と，こんな会話をした。筆者の予想が外れた。こ

の国では，どの程度の規模で「食っていける」のだ

ろうか。相当な頭数でないと「駄目なんだ」と言う

ことが分かった。

　時代の変遷は激しい。どこの国でも栄枯盛衰は必

定。この国で農業や畜産が無くなったら，どうして

生きていくのだろうか。だだっ広い牧場に，乳牛や

羊が「三々五々」草を食んでいる光景，素人目には

「素晴らしい」が，農業・畜産を「生業」としてい

る輩にとっては「奇異にしか」映らないし，何も響

かない。

　そう言えば，こちらに来る前に，友人と雑談した時，

　「NZは，若者の自殺率が世界一だ，と言うこと

を知っているかい」

　rいや，全然知らないよ」

　「あの国には産業がないから，若者の働く場所が

ないんだ」

　ちょっと首を傾げたが「まあ行ってみてから判断

しよう」と思って飛んで来た。旅をしながら，いっ

も「プラスのイメージ」を探し求めたが，この国で

は，なかなかそんな情況に出くわすことがなかった。

写真5羊がこれだけいれば、食っていける？

NZの自然
　あのIPCの卒業生で，NZの環境庁に就職し，

「キーウイ」の保護・増殖に携わっている優秀な女

性がいる。

　rこの国では，昔の自然を取り戻すために，移入

生物はすべて殺しているんです」と，話してくれた

ことがある。一瞬「背筋がぞっと」したが，これく

らいの覚悟でやらないと駄目なのかも，と思ったり

もした。

　彼女が勤務しているこの国の「自然保護プロジェ

クト」を簡単に紹介してみたい。NZ北島の南東部

に「Napier」という小さな町がある。ここはNZワ

インの生産で有名な町であるが，野生動物に関する

事業に関わっている官公庁的な場所でもある。

　この町から北方の山中へ入ったところに
「Boundary　S廿eam　Mainland　Island」という広大

な面積をもつ熱帯雨林の原生林地域がある。そこに

「Nature　Restoration　Project」という国立・環境庁

所管のr野生動物保護研究施設」がある。

　総面積約800ヘクタール，このプロジェクトがス

タートしたのが1996年。最初は1882年に，英国人

H．Guthrie　Smith＆A．Cumingham氏が，農地に

するために購入した場所，開発されないまま現在に

いたっている。ここにはNZの代表的な鳥である

「Kiwi」（発音：キューイではなくキーウイ）を初め，

多くの野生動植物が，昔のままの状態を維持してい

る貴重な場所。

　しかし，それでも移民してきた人達によって持ち

込まれたとされるr移入種」が，相当種いるといわ

れ，今そのr全て」を殺処分（皆殺し）する方向で，

事業が進められている。たとえば，施設内の原生林

の中を歩いていると「危険・毒物1」の立て札を幾

度となく目にする。すなわち堂々と毒物が撒いてあ

る。これで人問の事件が起こらないのかな，と尋ね

てみたが，これまでのところrない」とのこと。こ

れぞ「自己責任」である。

　余談をひとつ。例の「首輪」や「足輪」など，電

波発信源を体に装着した動物が多い。これは筆者の

「価値観」であるが，いかにも「可哀想」。多くの

生態学者は「世の習い」であるかの如く，この装置

を付けて，動物を「追いまくっている」が，これに

よって，果たして，どれだけr野生動物」が増えた
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のだろうか。その実績を拝見したい，もしあれば。

　筆者がまだ現役の頃，ある著名な科学研究財団の

幹部の方からこんな話を聞いた。この研究財団が，

中国の有名なパンダ研究者に，』数年間にわたり，数

千万円の研究補助をした時，パンダにr首輪」をし

て調査したところ，ある目，首輪が木の枝にかかり

rパンダが死んだ」，という。

　「これについて，先生は，どう思われますか」

　r私は，もともと，この方法には，反対なんです」

　「ああ，やっぱりそうですか」

　とこんな話をしたことがある。この人は事務関係

だったので，野生動物の研究手法については，全く

の素人だったが，筆者の説明に納得された。

　それにしても，　「外来種・移入種」を全滅される

ということには，一瞬「背筋がゾッ」とした。がよ

く考えてみると，いま目本でもこ．の問題が大きな波

紋を投げかけているが，わが国では「こう」簡単に

はいかないだろう。何しろ「DNA」が違うのだから。

　筆者は，この問題に関して「外来種」が必ずしも

r非」ではない。地球上の生物多様性，と言う視点

に立てば，　「皆殺し」には，大きな抵抗がある。い

い加減な言い方をすれば，グローバルな観点で，雑

種がまた変わった生物の多様性を構成す畜のでは

ないのか，と考える時もある。

　いずれにしても，この国は「環境立国」であり「自

然保護大国」であるから，地球上の自然に関しては，

世界をリードしていることに，さしずめ「自負」が

あるのかも知れない。とにかく，今の地球は，紛れ

もなく異常になっておりr黙っていては」何も起こ

らないし，前進もない。　「切羽詰まった」情況であ

る。今まさに人間の叡智が試されようとしている。

キーウイの話
　筆者は，これまで主として家禽の生殖生理に関す

る研究に携わって来た。とくに興味を惹いたのが雌

の卵管。右側は退化し「左側」だけ成長し機能する

という奇妙な現象。この道の「先達」はいった。鳥

類はr空を飛ぶ」ので，身軽にしなければ羽や体に

負担がかかる。と言う実に「言い得て妙」の説明が

なされてきた。

　筆者は．実際にrKiwijを眺め，その一部始終を

観察することができた。その昔，筆者がガキの頃，

鳥は「鳥目（夜盲症）」といわれていたが，今では「本

当かな」と首を傾げたくなる。

　「Kiwi」は「飛べない」鳥で，走鳥類に属し，仲

問には，エミュー（Australia），ヒクイドリ（Australia

＆New　Guinea），レア（South　America），それに絶滅

したモア（Nrew　Zealand）などがいる。遺伝的には5

種類の「Kiwi」が存在するといわれているが，現在

では「Brown　Kiwi：BK」と「Little　Spotted　Kiwi；LSK」

が有名。前者は南島に，後者は北島に多く生息して

いる。　「夜行性」で「尾羽」がなく，全身を毛の様

な羽で覆われている。大きな特徴は，他の鳥類と異

なり，鼻孔が喘の先端についている。通常の鳥は崎

の付け根にある。だから「Kiwi」は「嗅覚」が非常

によく発達している。「kiwi」はまた「視力」と「聴

力」が優れている。頭は小さく，足は力強く筋肉質。

翼は原始的な「かぎ爪」で，長さは30～50mm程度。

餌は，主としてrミミズ」であるが，その他，昆虫，

虫，セミ，蜘蛛なども食べる。その他，落下したrい

ちご」やr木の実」を食べる時もある。動物園など

では人工飼料も与えている。

　繁殖生理に関してみると，雄は交配するために他

の雄と激しい喧嘩をする。巣は土手の穴蔵，藪の中

（茂み），大木の洞穴，岩の裂け目などに造られる。

雌は通常1～2個産卵するが，間隔（クラッチ）は数

週閲。BK種とLSK種の場合には雄が抱卵。他の種

では雄雌が交代で抱卵。艀卵期間には幅があり72

－84日。注目すべきは，卵のサイズ，雌の体重の

1／5程度，他の鳥類に比較して圧倒的に大きい。他

の鳥類の雛と異なり，卵から出てくる時，すでに成

鳥のような羽毛に覆われている。艀化後，雛は巣穴

の中で，何も食べずに6～7目間過ごす。その間の

栄養は「卵嚢」から摂る。

　1週間目ころから巣穴を出て，小枝や小石をつい

ばみ始める。これで「そ嚢」が訓練される。この間，

雛の体重は艀化時の25％減少する。飼料（栄養）が十

分だと10～15目で艀化時の体重に戻る。この鳥は

NZでは完全保護動物で絶滅の危機に晒されてい

る。とりわけ外来種（移入種），たとえば，イタチ，

猫，野犬，等の被害が多く，雛や若鳥が狙われてい

る。

　上述した環境庁保護センターでは，kiwi以外にも，

多くの種類が生息しており，それぞれについて，保

護・増殖計画が進められている。この施設は，外来

者にも広く公開されており，ハイキングを兼ねた家



藤原；逆ニュージーランド雑感
791

族連れや若い人達も多く訪れる。ここでは自然環境

保護や動植物の保全に関する知識を授けるための

数々の方策がなされている。目本と比較して，より

r自由に出入り」ができ，教育的視点からも重要な

施設となっている。

写真6NZ最大のキーウイ（果樹）農場

NZの小さな大学
　ちょっと横道にそれるが，筆者がお世話になって

いる大学とその特徴を紹介してみたい。この大学は

目本人が経営する学校で，インターナショナル・パ

シフィック大学（lntemational　Pacific　College：IPC）

といい，北島南部の小さな町，PNの小高い丘の上

にある。

　18年前に，ある目本人・碩学の士が創立された小

さな大学で，国立大学しかなかったNZで，初めて

許可された私立全寮制のr4年制大学」。なぜ，

UniversityでなくCollegeなのか。この国では，国

立大学のみUniversityと呼び，私立大学はCollege

と呼ぶ。それでIPCとなったとのこと。

　ちなみに，同じ学校法人が，今春（2007）岡山市に

「環太平洋大学」を開校したが，この英文名は正

しくIntemational　Pacific　University：IPU。この大学

もユニークで，体育系と教育系（次世代教育学部）の

2学部，　「根性のある学生」を育成することを目指

している。

　しかも，NZのIPCとは正しく姉妹大学，共通の

キャンパス，と言うことで，両大学に2年間以上在

学して勉強すれば，2っの大学の卒業証書がもらえ

る。ちょっと「虫のいい話」のようにも聞こえるが，

すでにこのようなシステムで，大学教育を行ってい

る学校が幾つかある。

　目本人経営によるr目本人学校」という印象を受

けるが，実情は全く異なりr歴とした」英語教育大

学である。確かに目本人学生が若干r多すぎる」か

な，と言う気がしないでもないが「モノは考えよう」

で，　「如何様」にでも説明できる。

海外に出てよく耳にする「目本人が多いと英語が

伸びない」という話。これは全くの「うそ」っぱち

で，これほどいい加減な言葉はない。筆者の拙い経

験では，「こういう人は，目本人がいなくても英語

は伸びない」。その証拠に，外国人と結婚しても英

語が「下手」な人もいるし，海外に出たことがなく

とも英語は「ペラペラ」という人もたくさんいる。’

　このIPCにも多くの目本人学生が在籍している

が，「あっと」いう問に英語が伸びる連中と，全く

伸びない学生がいる。これはr遺伝子」のなせる業

でどうすることも出来ない。語学能力はある程度

r素質」であって，どんなに頑張っても外国語がモ

ノにならない人もrごまんjといる。

　このIPCは1学年の約半数近くが目本人と言う

特殊な大学で，教育方法もなかなかユニークで結構

面白い大学。たとえば学生の能力を英語（TOEIC）と

日本語のテストで判定し．その点数によって「クラ

ス分け」を行い講義をする，というスタイルで，今

まさに求められているr習熟度別」授業体系。しか

し，これについては学生から

　「なぜ英語のテストなんだ」

　「あれは目本語のテストじゃない」

　「あいつが，どうして，俺より上なんだ」

　などなど，いろいろな疑問点も指摘されるが，教

師側から見ると，実に効果的な授業ができ，教育効

果は「満点」。このスタイルを，是非とも目本の教

育現場に応用してほしい。

　目本の教育システムでは，生徒の能力に「差」が

生じ，それが原因でさまざまな問題が起こっており，

教育現場は「崩壊」している。驚くなかれ，この「知

能差」は，すでに小学校の低学年から見られる。

　このr差」が高校卒業まで『r尾を引く」ので，大

学生になった時，支離滅裂な学園となってしまう。

「味噌も糞も一緒」とか「玉石混溝」といわれ，今

のままでは授業にならない。これがわが国の大学の

現状。解決策は目本の大学入試の変革以外に何もな

い。これを改革しないかぎり，教育の格差は絶対に

なくならない。
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　筆者はIPCの招聰によって，短期集中講義として，

毎年約2週問，日本人学生とくに1年生を対象に，

目本語で「地球環境科学jの話をしてきた。目本人

学生に，英語での講義を理解するための基礎として，

まず日本語でr脳味噌を満タンにする」ことを目的

として設定されたもの。筆者が推薦したr方法」で

もあるので，率先して講義を担当した。学生諸君に

とっても，筆者にとっても，楽しい教育体験であっ

た。

おくがき

　篤農家を夢見て，中国山脈の麓の寒村で，百姓仕

事に精を出していた少年が抱いた牧畜の国NZへの

旅は，還暦を遠に過ぎて実現した。半世紀のギャッ

プはあったが，その問に人間の価値観や人生観も変

わってしまった。

　川瀬先生の「牧草講義」を読んだ頃のNZと今の

NZとでは，想像以上の変革があったことだろう。

この国め歴史などは全く知らないで，筆者の独断と

偏見で，綴ったこの拙文が，どんな問題を提起した

のか，読者諸氏のご批判を仰ぎたい。

　この種の読み物は，総じてその「国の一般的な紹

介」が多いように筆者は思っている。それに「どな

たも」あまり痛烈な批判をされないのが普通。拙稿

では，これまでのNZ紀行とは「ひと味」違った趣

を出したかったので，思い切って「斜に構えた」文

章を心がけた。

　この国を4回訪問したが，まだまだ「枝葉末節」

的な紹介しか出来ない。この国を知るためにはさら

にrお邪魔しなければ」ならない。筆者にとって，

今回が最後のNZとなってしまった。今度は「旅人」

として南島を訪問してみたい。なぜならば，筆者が

夢にまで見たrカンタベリー農科大学」の痕跡を

探ってみたいから。そのカンタベリー高原が本当に

「消滅」してしまったのか，この目で確認したい。

写真7　100年に一度の大洪水

　以前のように「完全封鎖」の勢いで，この小さな

島を守っているNZの人達の「根性」にはある面で

脱帽。ト同じ島国に住む人間でありながらrDNA（遺

伝子）」がrこうまで」違うと，かえって困惑して

しまう。次回またいっか，訪問の機会があれば，そ

の時は両国間にはrどんな相違」があるのか，改め

て「探索」してみたい。正しく「旅は人生であり人

生は旅」である。
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