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キーウィ物語（1）

藤原　昇＊

はじめに

　いま地球上では，生物の絶滅が叫ばれており，そ

れぞれの国でその対策が1必死でなされている。そ

れは，悲しいかな，人類がこの地球上に誕生してか

らこれまで，地球を破壊し続けてきたからに他なら

ない。

　筆者は，数年前からニュージーランド（New

Zealand：NZ）を訪問する機会を与えられた。この

国は，人口約400万人，羊約5，000万頭という，

ちょっと不思議な小国であるが，ご案内の通りr環

境立国」とr自然保護大国」とを旗印に頑張ってい

る。日本も同じような島国であるが，人間の遺伝子

が若干違うようだ。

　筆者がこの国に来て最初に驚いたのが，野生動物

の保護対策の徹底振り。その代表的な動物がキー

ウィ（Kiwi）。この国には有名なキーウィという「果

物」もある。動物のキーウィを丸裸にすると，ちょ

うど果物のキーウィのように楕円形になることか

ら，キーウィ料理という時には，双方が話題になる

という笑い話もある。まさかこの鳥を「食する」御

仁はいないと思うが。（写真1）

写真11Li杭le　Spo鵬dKiwi（N．Pea重，1999）

NZはこれまでも，海の環境汚染対策や近海魚の

生息域の復活など，自然環境保護に関しては，大き

な成果を修めているので，この鳥の救済・保護・増

殖についても，その「㎞ow－how」は，すでに手中

に入れているのかも知れない。

　いずれにしても，一度失った環境汚染・破壊は，

そう簡単に取り返せるものではない。その国に住む

人間の価値観や人生観までも変革しなければ，達成

することは至難の業であろう。

　最近，日本でも，佐渡のトキの野生復帰の問題が

報じられているが，これも，正しく佐渡の人達の莫

大な犠牲がなければ成功は覚束ない。この問題は，

単に野生動物だけの視点からでは根本的な解決策

は見当たらないかも。農と食と命の関連で押し進め

なければ，永久的・持続可能な目本には戻らないだ

ろう。すなわち根源はわが国の食料生産と密接に関

連しているので，総合的な国策の一貫として，国民

全てのコンセンサスが必要。まさに安倍総理が提唱

されたr美しい国」ニッポンの復活とも関係してくる。

　たとえば世界的に有名な「美しい国」スイスの農

業政策をみると，わが国とは天地雲泥の差。国民と

税金の問題で，国を挙げてアルプスの景観とアルペ

ン酪農（アルプスの牧場）を維持しようとしている。

すなわち完全な保護農政。しかしその本質はわが国

の農業政策とはr桁違い」。

　今回は，筆者の専門である畜産を少し離れて，NZ

の希少野生動物であるキーウィについて簡単に紹

介して見たくなった。なぜなら，実際にこの鳥を見

て，その実態が少しだけ分かり，何ともいえない風

貌と行動が，筆者の心を掴んで離さなかった。

　思いおこせば，10余年前，中国で，あのr何とも

いえないパンダ」と初対面した時の感激と全く同じ。

この「あどけない・ぎこちない」鳥が「地球上から

消えていくのか」と思った瞬問，自分の心に何かが

蘇った。そう，あのr双子のパンダ」を両手に抱い

’た時の感動を呼び起こしながら，拙稿をまとめるこ

とにした。

＊クラーク記念国際高等学校／lntematiomlPaci且c　College（NZ）

（Nobom　F吋ihara） 0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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キーウィの略歴
　キーウィは，鳥の中でも極めてユニーク，生物学

的にも奇妙な動物，尾もなければ翼もなく，毛様の

羽毛で覆われ，どちらかといえば動物の体毛によく

似ている。体つきは洋梨に似て，頭部はモグラに似

て，鳥類のなかでも「動物に近い」鳥だとか。

　この鳥は，NZという国のアイデンティティーと

密接に関連。21世紀の動物としても話題をさらう。

NZの南北両島に多数生息していたらしいが，今で

は絶滅の危機に。推測では，人問が入植する前は数

百万羽，今ではたったの80，000羽。まさに絶滅寸

前であると言っても過言ではない。

　1990年代頃からキーウィの保護に関して，一般の

関心が集まるようになった。1991年に，環境保護局

とNZ銀行と王立森林鳥類保護協会が一緒になって，

初めてキーウィの保護・復活計画を立案。これは，

単にキーウィだけでなく，広く絶滅の恐れのある鳥

類全般について保護することを目的とした。これに

よってキーウィを含め，野生動物の保護について，

広く国民の間にも注目が集まり，救済・保護の気運

は高まった。この計画の成果は2006年にまとめら

れたが，予想したほどの成果は得られていない。こ

の鳥はNZ特有の、鴇で，ユニークな風貌，体の特徴，

進化の程度，ライフサイクル，生息様式などにも特

徴が見られる。しかし今ではさまざまな危機に直面

しており，保護ミ増殖するため莫大な努力がなされ

ている。

　種としては6亜種，この鳥と住民との関係も複雑。

この鳥がどのように保護され増えていくのか，大き

な課題。遺伝的解析によって，この鳥が他の鳥類と

どこがどう違うのか，生息状況，繁殖生理など，さ

まざまな相違点が明らかにされると同時に，さまざ

まな危機的状況にある，ということも分かってきた。

すなわちキーウィの悲痛な叫びが，いまNZの人た

ちの心を捉え，多くの人達が，その救済・保護に積

極的に参加するようになった。

キーウィの特徴
　この鳥は鳥類の中でも特別ユニーク。毛むくじゃ

らで，髭があり，穴を掘り，夜中に森林の中を彷裡

し，餌をあさる，などの行動は鳥類には珍しい現象。

陸上の哺乳動物がいない時代には，キーウィが小型

哺乳動物の役割を果たしていたらしい。

　キーウィは，確かに鳥類の中では動物に近く，進

化の過程では異種に属する。この鳥が発見されたの

はNZだけ，そのためにこの国に適応するように

なった。先祖をたどれば，多分，数百万年前になる

が，この鳥の系統図を正確に知る人は誰もいない。

いつどのようにして飛ぶカを失ったのか，小さな翼

が残ったのか，足の外側に小さな爪が残っているの

か，など興味ある体型で，不思議な点も数多い。（写

真2）

写真2GreatSpottedKjwi（N．Peat，1999）

　飛べないので，丈夫で強い脚，爪，かぎ爪，など

がその典型。この部分だけで，体重の1／3を占める。

このためか，走るのは速く，喧嘩の時は，研ぎ澄ま

されたカミソリのようなrかぎ爪」で相手と闘う。

　生物学的には，いくつかの世界記録的な特徴を持

っ。たとえば，非常にグロテスクであるが嗅覚が突

出。その鼻に特徴があり，その秘密は脳内にある。

すなわち嗅覚を制御する部位（嗅球）の大きさが，

他の鳥類よりもはるかに大きく，構造的には動物の

サイズに匹敵する。

　しかし，最もよく知られているのは卵，極端に大

きく，鶏卵の6個に相当する。重さは雌鳥の体重の

約1／5。この卵が大きいのは，祖先が大きかった，

と言うことで，昔は雌の体重が12kgだったらしい。

しかし，年代とともに，とくに森林の中を歩き回る

ようになって，体重が次第に小さくなり，それに
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伴って卵のサイズも小型になったらしい。

　動物のような毛である羽毛，あるいは口もとの剛

毛は，キーウィが夜中に彷裡くのに最適，ちょうど

短波レーダーの役目をする。また，ビーズのような

小さな目も，夜は結構よく見えるようだ。

　キーウィの体温（血液温度）は，38℃で，他の鳥

類（40～41℃）よりも低く，むしろ動物に近い（38℃）。

キーウィの骨には骨髄があり，これも動物と同じ。

これに対し，空を飛ぶ鳥では，骨は軽く気骨と呼ば

れ「気嚢（air－saCS）」がある。このことは，キーウ．イ

は空を飛べず，地上を走り回るだけなので，しっか

りした骨を持つ必要があったようだ。

　この鳥は夜行性として進化。それは，今は絶滅し

たが，．大型の猛禽類をさけるためと，無脊椎動物の

餌を摂るには，夜の方が都合よかったから。また補

食性の動物（天敵）もおらず，危険を感じることが

無かったので，いつの間にか，飛べなくなってし

まったのだろう。このNZが，キーウィにとって最

適の場所だったので，いつの間にか，哺乳動物のよ

うになってしまったらしい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

表1　キーウィ　鳥類・哺乳動物の比較

キーウィ　　　他の鳥類　　　哺乳動物

毛様羽毛　　羽毛　　　　　　毛

無尾　　　　尾，翼　　　　　尾，無翼

長口髭　　　無口髭，　　　長口髭
骨髄　　　　　気嚢（袋）　　　　骨髄

強大な脚と足軽い繊細な脚と足強固な脚と足

左右卵巣機能左側卵巣機能　　左右卵巣機能

大型耳開口　小型隠耳　　　　大型耳開口

体温＝38℃　　40℃　　　　　　38℃

＊　名前の重要性1この鳥はNZの国鳥，呼び方「キー

　　ウィ（kiwi）」はマオリ語に由来。鳥の大声を表

　　すと考えられていたが，どうも声の模倣ではな

　　いようだ。また亜種によっても少し違いがある

　　ので，最近では，マオリ族の祖先が住んでいた

　　南太平洋の島々から来たのでは，と考えられて

　　いる。彼地では，ある鳥が「kivi」と呼ばれてい

　　た。この「kivi」は剛毛の太股をもった「curlew

　　（シギ）」　（学名l　Numenius　tahitiensis）の一種

　　で，二F潟や岩礁で生息している鳥。

　　「kivi」はキーウィよりも小型，斑の褐色羽毛，

　　長く下に曲がった騎をもつ。マオリ族の祖先が，

　　このAotearoa（NZ）に到着，この飛べない鳥を

　　見た時「kivi」に似た烏だったので，いっの間

　　にかkiwiと呼んだのだろう。マオリ族の人達は，

　　この島（NZ）にやってきた時，見知らぬ生物に

　　対し，自分たちの祖国の動植物の名前をそのま

　　ま，この国の植物につけたようだ。

　　マオリの言語が発達するにつれて，rv」がrw」

　　となり，そのまま，「kiwi」となったのであろう。

　　したがって「kivi」　（発音＝kee－vee）がkiwiに

　　なったものと考えられている。

＊　走鳥類として＝キーウィは，走鳥類として知ら

　　れる「飛べない，鳥」のグループの中で，生存数

　　が一番少ない種。走鳥類には，エミュ（オース

　　トラリア），ダチョウ（アフリカ），レア（南

　　米），ヒクイドリ（パプアニューギニア），そ

　　れに絶滅したモア（NZ）など。

　　走鳥類は，恐竜と同じように進化してきたと考

　　えられており，起源を南ゴンドワナ大陸の崩壊

　　前，約800万年前に遡る。一っの理論として，

　　ゴンドワナ大陸が崩壊し，現在の大陸が形成さ

　　れた時，大型の走、鳥類が，それぞれの大陸の分

　　断に伴って分かれ，それぞれの大陸で，独自の

　　進化を遂げたのであろう。

　　「kiwi」は，他の鳥類，たとえば平胸類のような

　　種と一緒になって進化したのであろう（ratitel

　　ラテン語の　rratis」で竜骨のないモノ）。大抵

　　の鳥類では，胸部に突き出した竜骨があり，そ

　　の部位に飛ぶために強靱な筋肉が付着している。

　　ところがキーウィは，この骨がなく，走鳥類の

　　ように，余り発達していない弱い翼骨があるだ

　　け。ところが，ダチョウやレアは，空を飛べな

　　いが，退化した翼があり，求愛行動の時に役立っ

　　ている。この走鳥類には，さらに口の構造にも

　　特徴がある。この種には，二重の口蓋があり，

　　他の鳥類と大きく異なる。キーウィとモアでは

　　骨格が非常に似通っている。またキーウィとエ

　　ミュでは，染色体も非常に近い。

キーウィの生活様式

1）一般的な生活
　一般的なイメージとして，キーウィは単独で行動

し，社会的には孤立した生活をしている，と思われ

勝ちであるが，実は，お互いに密接な関係を取りな

がら生きている。とりわけ行動面では，種間のみな
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らず同種間でも，生息環境（地）によって，かなり

の違いがある。（写真3）

　たとえば，南島の沖合にあるスチュワート島に生

息する種では，最も進んだ社会生活をしている。こ

こでは3～5羽の成鳥がグループを形成して生息し，』

ほぼ同数の雛が生まれ，それぞれのグループが，互

いに関係を持ちながら生活している。ここでは，

ファミリーグループが，約5ヘクタールの場所で生

息。またこの島では，雄雌が共同で購化を担当，時

には，他のグループを補助することもある。

　ある時，一羽の育成中の雛が，巣の中で，親を救

済しているのも観察された。ところが，北島の2種

類のキーウィの場合には，雄だけが艀卵を行ってい

る。

　キーウィは，結構長生きする鳥で，たとえば，人

工飼育の場合には，40年生きた個体もいたが，野生

では，10～20年くらい。キーウィは一夫一妻制で，

ペアーは終生を共にする。雄は18ヶ月で性成熟に

達するが，雌は通常3－5歳まで産卵しない。

写真3キーウィのペア（餌を探している）
　　　　　　　　　　（N．Peat，！999）

2）テリトリー
　キーウィも，他の動物のように，テリトリーを

持っており，そのサイズ（広さ）もまちまち。たと

えば，LSK種では，L6ヘクターノレ，北島のBK』種

では，40ヘクタール，南島のある地域では100ヘク

タールという推測もある。これはフットボール競技

場150個分に相当し，飛ぺない鳥が歩き回るのには，

ちょっとした面積。

　テリトリーの大きさは，鳥が健康で自立していく

ためには是非とも必要であるが，それにしても広大

な面積を持つ。たとえば，北島のBK種の場合には，

合計で，約15，QGOヘクタールが必要だ，といわれ

ている。

　キーウィは山の急斜面や川沿いにテリトリーを

造る。この鳥は「クロスカントリー」の名人で，と

がったrかぎ爪」があるので，急斜面でも容易に登

ることができる。とくに夜の彷径では，長距離を歩

き回り，1㎞以上になる時もある。普通は，ゆっく

りと歩くが，何か警戒する時とか，テリトリーに侵

入者がある場合には，スピードを上げて逃げること

もしばしば。

　テリトリーは，キーウィの統治区域，完全に保護

されており，時には死ぬまで生きる場所でもある。

一度テリトリーが形成されると，オーナーは一生そ

こで暮らす。無数の巣穴や，隠れ家があり，雄雌キー

ウィは，それぞれ違った場所で生活。この鳥は，場

所を移動しながら生活し，同じ場所で過ごすことは

ない。場所をローテーションしている。（写真4）

　たとえば，北島の北西にいるGSK（great　spo総d

kiwi：GSK）種では，loo近い巣穴があるといわれ

ている。毎日ねぐらを替えているらしい。キーウィ

は，通常，巣穴は自分で掘るが，時には，腐った樹

木（丸太），茂み，草むら，などを利用することも

ある。また，テリトリーを守るために，哺乳動物が

するように，ちょっと臭みのある糞をして，マー

カーの代わりにする。一時期，雄鳥だけが，テリト

リーを守っており，それに雌が惹かれるのだ，と思

われていたが，最近では，雌もちゃんとテリトリー

を造っていることが確認された。ある研究で，ペ

アーが1目の約40％の時間を寝ながら費やすこと

も分かった。

＊　泳ぎのチャンピオン＝電波測定装置をつけた鳥

　で驚くべきことが観察された。キーウィは泳ぎ

　の名人であること。しかも目常的に大きな川を

　泳ぎ回っていること。普通の流れで，しかも非

　常に深いところでも平気で泳いで渡っている。

　たとえば，北島の有名なワンガヌイ川を泳いで

　渡ったのが確認されている。また，川を泳いで

　渡り，また泳いで帰ったという例もある。
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写真4　古木の洞穴に造った巣（N．Peat，1999）

3）闘　争

　雄雌ともテリトリーを保持するためには闘うが，

雄の方が侵入者に対しては攻撃的である。テリト

リーの境界での闘争は滅多に見られないが「けっ飛

ばし」や「ひっかき」闘争は，しばしば観られる。

しわがれた声で叫び合いながら・隔・・。

　たとえば，オーストラリアの探検家が，1877年と

1889年の間に，野生の雄が喧嘩をしているのを観察。

それによると，闘争は，軍刀（噛が）をもった感じ

の喧嘩とボクシングであったらしい。すなわち，お

互いに，喘で凶暴に闘ったので，胸の毛が落ち，一

写真5テリトリーコールをしているキーウィ
　　　　　　　　　　　　（N．Peat，1999）

本足で飛び上がり，とがった鋭いrかぎ爪」で引っ

かき回したとか。また，互いに興奮して，地面をひっ

かいて，うなり声を挙げて怒鳴り合った，と書いて

いる。相当激しい喧嘩であったようだ。（写真5）

＊　山椒は小粒でも：キーウィの仲間には，とりわ

　　け闘争心が強く，人間にでも刃向かってくるモ

　　ノもいる。ものすごく怒った時には，入間に向

　　かって突進し，足に飛びかかってくる。さらに，

　　この調子で，テリトリーに侵入してきた鹿のよ

　　うな動物でも威嚇して追っ払ってしまうほどで

　　ある。
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