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キーウィ物語（2）

藤原　昇＊

キーウィの生活様式
4）繁殖現象

　キーウィの繁殖パターンは他の鳥類と全く異な

る。まず，卵の大きさ，艀卵期間，艀卵に雄だけの

関与，雛の初期の独立性，などである。繁殖は雛を

生産するためである。ところが，この初生雛が元気

で，数目間は，自分のカ（栄養）で食べていくこと

ができる。

　まず，巣の選択とその調整は，主に雄の仕事。選

択した巣穴は，必ずしも深くはない。たとえば，BK

種では，日中の隠れ家よりも小さい時もある。だか

ら抱卵している鳥や卵が，外から見える場合もある。

キーウィは，強靱な足を使って，巣穴を掘るが，そ

れを使用しない時もある。巣穴の入り口に草が生え

てくると巣に使用する。いわゆるカムフラージュす

るのは得意であるから。

　まず産卵の2～3週間前になると，揖アーは交尾

する。雄が前もって求愛動作を示し，階で首根っこ

をくわえて雌を引きよせ，その背中を膚で叩いたり

なで回したりする。もし雌が許雄する場合には，

しゃがんで嚇を地面に長く伸ばして背中を伸ばす。

それから雄が乗駕する。背中で翼を使わないでバラ

ンスをとるために，雌の背中の羽毛を街える。交尾

は短くほんの数分。多分，鶏と同じくらいの時間（瞬

間的）であろう。

』繁殖シーズンの前に，体重が最高になり，とくに

雌は通常巨大な卵を産卵するために，体脂肪を消費

する必要がある。それで雌は産卵前の数日間で体重

が減少する。産卵時の雌は，不機嫌な様子でゆっく

りと歩き回る。雌によっては，水中に立ったりする

鳥もいるが，多分足を冷やして体重を軽くするため

だろう。

　通常，産卵時期は，鳥の種類と場所にもよるが，

5月か2月，冬か春か夏。ある種では冬と初春，ま

たある種では暑くて湿度が高い頃。このように，繁
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殖シーズンにも他の鳥とは違った特徴がある。

　繁殖シーズン中，雄も体重が減少。艀卵中，雄は

ほとんど餌をとる時間がない。艀化が近づくと，数

目間は夜も巣にいるので何も食べない。雄は目中ほ

とんど卵を抱いており，時々巣穴の入り口に小枝を

投げたりして，偽装しようとしている。

　艀卵期問は，平均すると80目，大体70～85目と

非常に幅がある。これも品種，場所，巣の温度など

によって変動。いずれにしても，キーウィの艀卵期

問は極端に長い。この地球上を見渡しても，鳥類で

は2．5月以上の艀卵期間をもつモノはいない。鳥類

全体で比較してみても，たとえば，NZにいる野生

の飛べない鳥である「weka」でも艀卵期間は26－28

日。キーウィの場合，1クラッチで抱卵することを

考えると，2～3クラッチにでもなれば，まさに艀卵

の「マラソン」。

写真6　新生雛（艀化後まもなく）（N．Peat，1999）

　購…化に関しては，普通の鳥と同じで，雛が自分で

殻を破って出てくる。そのためには，小さな騰で殻

を突き破らなければならない。キーウィは鶏雛のよ

うな「卵切歯」　（騰歯）を持っていない。小さな孔
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ができたら，両足で強く殻を押し破って出てくる。

体をくねらせて出てくるが，目は開いており，羽毛

は完全に出来上がっている。腹部は卵黄嚢のために

膨らんでおり，最初の数時間は，不器用な状態であ

るが，時間が経つにつれて，羽毛がゆっくりと乾き，

巣の中で横たわるようになる。大きな卵黄嚢は，艀

化後1～2目間の栄養の元。これによって雛は歩き

回るようになる。この間，親鳥は餌を持ってこない。

普通は雄鳥が巣で雛を温め保護している，1目中で

はないが。（写真6）

　夜間，雄が雛を巣に残して餌を求めて彷裡する。

キーウィの雛は，成鳥の「ミニチュア」として生ま

れてくる。すなわち成鳥と全く同じ格好で生まれる。

雛は2～3目で，親と同じように餌をとることがで

きる。ただ，体の大きさが，成鳥の約1／5，階や脚

は非常によく発達しており，成鳥の1／2か1／3程度。

生後！週間くらい経つと，雛が餌をあさり始める，

とくに夜中に。10目目くらいで，数時間，巣から離

れるし，そのうちに自分で自由に彷裡するようにな

る，別に訓練も受けなくて。

　とくに北島のBK種は，艀化後2～5目で彷径し

始める。3～5週齢で，完全に独立した若雛になる。

6週齢頃に，艀化時の体重（300g）の2倍になる。

理想的な環境に置かれると，若雛は10～12ヶ月で

成鳥の体重に達する。しかし多くの場合，これ以上

の目数がかかる。

　LSK種では，夕暮れ時や夜明け前の薄暗い時でも，

自由に餌をあさることができる。この種もBK種の

ように，成鳥の小さな複製で，非常に早く独立する。

時間が経つにつれて，親鳥は，若雛をあまり構わな・

くなる。その結果，子供は広い世界を知るようにな

り，友を探し，テリトリーを形成するまでになる。

南島の突端にある小島では，この成長パターンが全

く異なる。若、鳥は，親鳥や兄姉鳥と一生に生活する。

　ところが，不幸にも，キーウィ雛の死亡率は異常

に高い。それは，多くの雛が補食動物（外敵）によっ

て殺されるから。3ヶ月齢以下の雛は，・繁った草む

らを好むが，外敵に襲われると，逃げるよりもそこ

にうずくまる。だから補食されてしまう。また，以

前の捕獲動物，たとえば猛禽類は，視覚と聴覚で

キーウィを襲っでいたが，最近，入植者が持ってき

た補食動物は，嗅覚も鋭いので，雛の死亡率が高く

なった。

　いずれにしても，キーウィの繁殖戦略としては，

相当な努力が必要。最近の保護政策にも見られるよ

うに，キーウィをNZ全土で生息できるようにすべ

きである。しかも十分な生息地を与えることが必要。

幸いにも，このNZでは，この増殖計画が上手くいっ

ているのが現状。単にキーウィだけでなく，広く野

生動物全般に関して総合的な対策が立てられている。

＊　卵の温度制御1他の多くの鳥類と違って，キー

　　ウィ，とくに北島のBK種とLSK種は，夜でも，

　数時間，卵を平気で巣内に置いて外にでる。そ

　れでキーウィ卵の温度制御機構は，研究者の興

　味の的だった。

　最近では，北島のBK種の巣内の卵を長期間モ

　ニタリングすることによって，卵内の温度変化

　　と転卵の状態について，かなり詳細な情報が得

　　られるようになった。

　　この研究で確認されたのは，あるグループでは，

　70％以上の卵が，烏の失敗（無惨な放置）によ

　　ることが分かった。また，多くの場合，無精卵

　であったり，破卵となったり，あるいは外敵に

　食べられる，という事態が非常に多いことも確

　認された。ある場合には，卵殻の小孔から侵入

　するバクテリアによる腐敗，また物理的に滅茶

　苦茶にされる卵もある。たまには艀卵中の親、鳥

　　によって食べられる，理由は分からないが。

　雄では南北の，雌では南島の烏で，成鳥に血斑

　　が見られる場合がある。とくに腹部の皮膚の裸

　身の部分と腿の内側に見られる。この血斑は，

　艀卵中に体温を効果的に卵に伝え，胚の発育に

　極めて重要な役目を持っている。その後，艀化

　　後数目間の雛の保温にも役立っていると考えら

　　れている。

＊　体操的演技＝キーウィの求愛行動についてはほ

　　とんど知られていない。しかし人工飼育の場合

　　には，繁殖シーズンの直前になると，濫の中で，

　　あらゆる妙技を見せてくれる。たとえば，体の

　　回転，飛び跳ねる，あるいは仰向けに寝て，空

　　中に脚を蹴り上げる，などさまざまなパフォー

　　マンスをする。これらがキーウィの愛の表現行

　　動らしい。詳細は後目の研究で・・
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5）風変わりな卵

　キーウィは，全ての面において奇妙であるが，中

でも卵は，最も風変わりなモノ。世界を見渡しても，

キーウィの卵はその大きさで有名。これには一つの

目的がある。キーウィが大きな卵を産むのは，世界

記録を作るためではなく，雛が艀化後2～3目間，

自分で栄養を補給することができるようにするた

めだとか。さらにこのことは，親鳥にとっても，育

雛や飼料摂取の訓練をする必要もなく，手間が省け

ることになる。他の鳥類の雛は，艀化後，数週間を

親鳥と一緒に過ごさなければならないのに。（写真7）

　写真7産卵前目の雌のX線画像
（卵のサイズに注目）　（N．Peat，1999）

　換言すれば，キーウィは，大きな卵を産んで，長

期間艀卵することによって，次世代への投資をして

いることになる。この戦略の主要な点は，卵黄にあ

る。卵の面積の60～65％は卵黄，エネルギーの90％

を保持。卵黄が豊富なので，雛は艀化直後から巣外

に出て，自由に冒険することができる，卵黄嚢のお陰。

　卵殻もまた重要な働きをする。小孔から水分を出

して酸素を入れる。同時に細菌も入ってくるし，雑

菌も侵入して胚にダメージを与え，卵を腐敗させる。

微生物は卵黄を利用して増殖し，卵内に大きな障害

を与える。他の鳥類と同様に，卵白（アルブミン）

は，微生物を排除するのに役立っている。艀卵期間

が長く，卵殻が比較的薄いので，艀卵中に破壊され

る場合も多い。しかしこの薄い卵殻のために，艀化

するのが容易だという利点もある。

＊　卵の大きさ＝種によって若干の相違はあるが，

　平均すると卵重は430gmくらい。これは大体バ

　　ター1箱（1ポンド）の重さ。長径が125mm，直

　径が78㎜，片手で一杯といった感じ。北島の

　BK種の場合，第一卵が産卵される頃，第二卵が

　　もう片方の卵巣で形成され始める。第一卵の産

　卵時に，第二卵が直径40㎜，重さ35gmくらい

　　になっているとか。LSK種は，ちょっと小さい

　卵を産む。約300g，長径UOmm，直径70mm。

　　これは雌の体重の1／4に相当。しかし，卵の大

　　きさは変動が激しく，たとえば，人工飼育の卵

　は，野生のモノよりも小さい。

＊　卵の不思議＝キーウィは飛べない走鳥類の中で，

　最も小さい鳥であるが，鳥類の中でも大きな卵

　　を産む（雌の体重の約20％）ので有名。この鳥

　　はまた烏類の中でも二つの機能性卵巣をもつ種

　　（1％）で，両卵巣は交互に卵を生産。普通の鳥

　類は，片方（左側）の卵巣だけが機能し，通常1

　個の産卵。これは空を飛ぶために体重を軽くし

　　ているのだ，と言うのが定説。普通，2個卵の間

　隔は，3～4週間（24目）といわれているが，非

　常に変動が激しい。第一卵が産卵される前に，

　次卵がもう一方の卵巣にあり，直径が4cm，卵

　重が35gくらい。エネルギーに富んだ卵黄は，

　24目サイクルの7。5目目頃からに蓄積されるら

　　しい。

　一般に，BK種は普通，1クラッチで2個産卵，

　　1シーズン2クラッチ。鳥によっ七は3クラッチ

　　の例もあるが，一般的に，2～3クラッチの場合

　　には，クラッチあたり1個の産卵が多い。

6）キーウィコール
　キーウィは，巣穴や排泄物以外にも，テリトリー

を保持するために鳴き声を出す。その声は，金切り

声で，突き刺さるような音。ある鳥類学者によると，

半分口笛のようで，半分鳴き声のようでもあるとか。

要するに奇声をあげることは間違いないようだ。こ

の声は，静寂な夜では，1㎞以上離れていても聞こ

えるらしい。

　普通の鳴き声は，テリトリーの確認，仲間に知ら

せる忠告，などの時。普通は，忠告の叫びは，2秒

間，10～25回も泣き叫ぶ。雄の叫びはピッチが高く，

雌の場合には，雄よりも「しわがれ（かすれた）」

　

鞘
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声であるとか。

　キーウィの特徴的な鳴き声は，数回繰り返して，

上を向いて鳴くこと。種によっては，力強い鳴き声

を，長く出すモノもおり，その声が「Cmuick！」の

ように聞こえるといわれている。雌の場合には，雄

よりもゆっくりと喉の奥から出るような声。また別

の種では，より早くピッチも早いモノもいる。

写真8砂の中で餌を探している（N．Peat，！999）

　キーウィ全てについていえるのは，コンタクト

コールは雄。雌の場合よりも回数が多く，3～4回。

時には，ペアーがデュエットのように鳴きながら，

餌を探したり，テリトリーを巡回することもしばし

ば。鳴き声のピークは，繁殖シーズンが始まる頃の

真夜中。鳴く頻度が低いのは2月。鳴き声が聞かれ

るのは，目没後数時間。勿論夜中には鳴き声が聞

こえるけれども…　。月明かりがあると，鳴き声

は聞こえない己

　侵入したモノヘの警告声は，荒々しく，強く，恐

怖に満ちた声。これは大事な仕事。警告する声とい

うよりも，怒りの声，荒々しい忠告気味で，大きく

早い鳴き声。

＊　別の声1至近距離で見ると，キーウィは，何か

　　音を立てている，たとえば，低い声でうなった

　　り，騰をかちかちいわせたり，口の中でぶ一ぶ一

　　いったり，ささやいたり，楽しそうに声を出し

　　たり，常に何か音を出している。雛はとくに，

　　驚いた時，キーキー鳴く，成鳥は，捕まえられ

　　るとシャーと音を立てる。また土をほじくった

　　り，落ち葉をほじくったりする時は，鼻を鳴ら

　　して，鼻孔の詰まった汚物を吹き出し，綺麗に

　　する。（写真8）

＊　カニを餌に：キーウィの大型獲物としては，カ

　　エルとコウラ（淡水カニ）など。この鳥は，主

　　に10cmくらいのコウラでも食べる。たとえば，

　　洪水の時など，川岸を歩いているカニを捕獲。

　　キーウィの水泳能力からすると，浅瀬では魚や

　　カニも餌にしている。キーウィは餌をまず騰で

　　叩いて，食道に入れて，動きを鈍らせるように

　　して食べる。

絶滅の危機

　キーウィの成鳥は　荒々しくタフで，弾力性に富

む。比較的長命で，着実に繁殖するし，ゆっくりし

た生涯。人間が出現しない時代，氷河期，国土の3／4

が森林で覆われていた頃，この鳥は，何も障害がな

く増え続けた。現在の生息分布とテリトリーの数か

ら推察すると，一時期には1，200万羽以上生息して

いたらしい。

　しかし，人類と共に外来動物が移入されてから，

この鳥の数は極端に減少。キーウィは，いまさまざ

まな危険にさらされている。このような危険な情況

にありながら，この鳥がNZ本土で，生息の足がか

りを掴んだのは奇跡といっても良い。

　現在，キーウィの天敵とされている動物としては，

オコジョ（イタチの一種），野犬，野猫，フェレッ

ト，イタチ，野豚，ポッサム，などが代表的なモノ。

　いずれにしても，いまNZでは，キーウィの保護・

増殖に関しては，国を挙げて取り組んでおり，その

徹底振りは，他国の追従を許さない。この国家事業

をして，この国をr自然保護大国」などとr言わせ

しめている」のかも。（写真9）

　写真9　キーウィに注意！
（道路標識）　（R　Mords，1999）
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＊　生息地域の崩壊1この国でも，キーウィの生息

　地は，崩壊されつつあり，留まるところを知ら

　ない。過去に比べれば，それほどではないにし

　ても。たとえば，北島のキーウィのホームラン・

　　ドである「薮のある地域」も焼き払われてしまっ

　た。さらに，この国の原生林も，持続可能な情

　況で，という触れこみではあるが，材木用に切

　　り倒されている。いっかは，キーウィを閉め出

　すことになるかも知れない。 写真10 艀化直後の雛（羽毛が乾いている）

　　　　　　　（R　Monlis，2002）

／

　北島では，外来の松の植林も積極的になされてお

り，これも将来的にはキーウィの生息地を脅かすこ．

とになろう。これによって，森林から移動しなけれ

ばならなくなった集団や，伐採された場所で，細々

とr生きながらえて」いるグループもいる。さらに

森林伐採後，再植林のために焼き畑にされるが，こ

れがキーウィにとっては最大の被害。この場合でも，

松林に生息しているキーウィの生息地への影響を

最小限にするべく考慮すべきであるが，なかなか難

しい問題。1996年に，森林産業と政府の間でガイド

ラインが作成され，材木伐採や再植林の場合には，

十分にキーウィやその他の野生生物を保護すると

いう視点から，その生息地に十分に考慮することが

義務づけられた。やむを得ない場合に限り，焼き畑

にする時には，キーウィを捕獲してしばらく管理し，

再度野生に返す，という方法も取られている。

表2キーウィの生息羽数の変遷

　　　　　　　　　2006亜種　　　1998　　　　　　　　（プロジェクト）

北島褐色種

オカリト褐色種

南トケカ種

ハーストトケカ種

LS種

GS種

合計

31，000

140

26，000

200

1，100

20，000

78，400

20，000

55

24，000

125

1，200

12，000

57，380

おわりに
　18世紀末の産業革命以来，人類がこの地球上で

やってきたことで，人間以外の生物にとってrプラ

ス」になったモノは何もない。われわれがこのこと

に気付いたのは，皮肉にも地球が崩壊寸前になって

からである。

　筆者が初めてキーウィを見たのは，北島の小さな

町，ハミルトン市の動物園。真っ暗に近い飼育環境

の中で，待つこと1時問近く，大抵の人はしびれを

切らしてその場を去った。筆者は柄にもなく「意地

で」待ち続けた。そして遂に現れたこの、鳥の動作を

一部始終観察し，最後はフラッシュをたいて撮影に

成功。勿論，周囲には誰もいなかった。この時のキー

ウィの行動の一部は上述した通り。

　この鳥がNZでは，第一級保護動物，何はさてお

いても，これを保護・増殖することが至上命令。そ

のためには手段を選ばない。すなわち「外来種皆殺

し作戦」という暴挙。この話を聞いた時，一瞬わが

耳を疑ったが，日本人のr煮え切らない」遺伝子か

ら考えると，ちょっと想像を絶するかも。

　しかし，NZで，こんな最先端の仕事に携わって

いる環境庁の役人の一人に，勇敢な日本人女性がい

ることが，筆者の思考を混乱させた。なぜならば，

筆者はそれほど，純粋種にはこだわらない主義なの

で。バラエティに富んだ生物が生存し，地球の変動

と共に，変化（進化）するのもr全て悪」でもなか

ろう，と思う時もあるから。

　現役時代，筆者がパンダとトキの研究をやってい

た頃，工学部の学生がr先生，パンダの研究をした

のは，パンダが可愛かったからでしょう」と「たし

なめられた」ことがある。　「いや，野生動物を保護

したかったからだよ」とはいったものの，　「この野

郎，っぼをついているな！」と内心ほくそ笑んだこ

とを覚えている。

　果たして，NZの人達が，自分たちの生活をr無

様な」状態にしてまで，本心から「キーウィ」を救

いたい，と思っているのだろうか。これはNZだけ

の問題ではなく，中国のパンダやトキについても全
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く同じこと。よく「総論賛成，各論反対」という言

葉がささやかれるが，まさしくその通りで，事態の

収拾は「それほど」簡単なことではない。

　今回の「キーウィ物語」も，筆者が、NZへたびた

びお邪魔しているからこそ「ちょとだけ」興味を

もった次第。そして，パンダやトキと同じように，

なぜか「ぎこちない」キーウィを目の当たりにする

と「この鳥を救ってやりたい！」という感情に駆ら

れたのも事実。所詮，人間とは「こんな動物」なの

かも知れない。もうとっくに畜産とは「おさらば」

したはずなのに。
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　獣医学とは何か。その歴史、生命倫理、動物の

権利と福祉、公衆衛生、職域、国際性、法律、獣

医療の新たな展開、経営など、獣医師として必要

不可欠なことが1冊にまとめられました。待望の

獣医学概論がここに完成。大学のテキストとして、

またすべての獣医師必携の1冊です。

おもな内容は以下の通り

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章

獣医学の道程一過去、現在、未来一

獣医学の歴史

獣医療と生命倫理

動物実験と生命倫理

動物の権利と福祉

獣医療公衆衛生学領域

獣医師の職域

獣医学の国際性

獣医療と法

第10章獣医療の展開

第11章獣医療と経営
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