身近な鳥類

シロウコッケイ

【家禽・ペット】

分類：キジ目キジ科

ウズラチャボ

英名：Silky

分類：キジ目キジ科

学名：Gallus gallus domestic silky bantam white

英名：Rumpless Bantam

原産地：中国

学名：Gallus gallus domestic uzura-chabo

体重：0.8kg

ニワトリ

原産地：高知県

生態：頭部から足首まで、ふわふわの絹糸の

分類：キジ目キジ科

ような美しい羽が特徴。

英名：Chicken

内臓まで紫がかった黒色をしている

学名：Gallus gallus domestic

ことから、「烏の羽色のように骨まで

原産地：中国南部からフィリピン、

黒い鶏」の意味がある。
Photo : Suzaka Zoo

マレーシア、タイなど

体重：500～650g

骨・皮・肉・

生態：高知県土佐地鶏の突然変異種で、尾椎と
尾羽がとても短く、この姿がウズラ（鶉）に
似ていることから、この名前がついた。
別称ウズラオ（鶉尾）

Photo :Suzaka Zoo

国指定天然記念物。

生態：ジャングルに生息する
セキショクヤケイを
家禽化したものと現在では

信州黄金シャモ

考えられている。

分類：キジ目キジ科

肉用、卵用、観賞用などとして、

英名：Shinsyu-ougon Shamo

Photo : Suzaka Zoo

学名：Gallus gallus (domestic) 83

いろいろな品種がいる。
Photo : Matsumoto Alps Park

原産地：長野県
体重：2.4～3.6kg
生態：父鶏【軍鶏】、母鶏【名古屋種】を掛け合わせて
Photo : Suzaka Zoo

食肉用鶏として開発された改良種。長野県の

ボリスブラウン

ブランド地鶏。オスは赤褐色、メスは黒い羽色を

分類：キジ目キジ科

している。

英名：Boris Brown / Hy-Line Brown
学名：Gallus gallus domestic hi-line brown
Photo : Komoro Zoo

原産地：アメリカ

横斑プリマスロック

体重：2～3.5kg

分類：キジ目キジ科

生態：ロードアイランドレッド

英名：Barred Plymouth Rock

（アメリカ原産種）の改良品種。

学名：Gallus gallus domestic barred plymouth rock

産卵鶏として日本で多く飼育されている。

原産地：アメリカ

オスの羽色は白く、メスは茶色。

体重：オス 4.3 ㎏

メスは茶色の卵を産む。

メス 3.4 ㎏

生態：1874 年に公認された。
肉卵用に改良された品種。
羽毛の白黒模様が特徴。卵は茶褐色。

Photo : Komoro Zoo

佐渡髭地鶏（サドヒゲジドリ）
分類：キジ目キジ科
Photo : Suzaka Zoo

英名：Sado-higejidori

蓑曳矮鶏（ミノヒキチャボ）
分類：キジ目キジ科

学名：Gallus gallus domestic sado-higejidori

英名：Japanese Long-saddled Bantam

原産地：新潟県佐渡

学名：Gallus gallus domestic minohiki-chabo

生態：佐渡の地鶏。卵をたくさん産まないため、

原産地：高知県

数が少なくなっている。肉垂が退化し、
オス・メスともにあごの下とほほに
ヒゲのような羽毛があるのが特徴。

体重：750～950g

シチメンチョウ

生態：シャモとショウコクを掛け合わせた種を

分類：キジ目キジ科

小型に改良した品種。腰の部分に生える

英名：WildTurkey

蓑羽(みのばね)が地面を引きずる（曳く）程に

学名：Meleagris gallopavo domestic

長いことが種名の由来。国指定天然記念物。

※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

ウズラ

ホロホロチョウ

分類：キジ目キジ科

分類：キジ目ホロホロチョウ科

キンイロキンケイ

インドクジャク

英名：Quail（Japanese quail）

英名：Helmeted guineafowl

分類：キジ目キジ科

分類：キジ目キジ科

学名：Coturnix japonica domestic

学名：Numida meleagris

英名：Yellow Golden Pheasant

英名：Common Peafowl / Indean Peafowl

※詳しくは日本で会える動物【鳥類１】

※詳しくはアフリカ周辺の動物【鳥類・爬虫類】

※詳しくはアジア周辺の動物【鳥類２】

学名：Pavo cristatus domestic

シロクジャク
分類：キジ目キジ科
英名：White Peafowl
※詳しくはアジア周辺の動物【鳥類２】

※詳しくはアジア周辺の動物【鳥類２】

Photo : Chausuyama Zoo

ジュズカケバト

シロアヒル
Photo : Suzaka Zoo

分類：ハト目ハト科

分類：カモ目カモ科

英名：Barbary Dove

英名：Domestic Duck

学名：Streptopepelia risoria domestic

学名：Anas platyrhynchos domestic

体長：約 25cm

体長：50～80cm

生態：全体的に淡い灰褐色で、首の後ろに

体重：3～5kg

生態：中国でマガモを原種とし

黒いリング状の模様がある。

品種改良したもの。クチバシは

古くから世界各地で飼育され、

幅が広く、その両側には、ノコギリの

一部野生化している。

ようなギザギザがあり、草を
食いちぎったり、しごいたりするのに
都合のよい形をしている。
Photo : Chausuyama Zoo

シナガチョウ

Photo :Johyama Zoo

ジャコビン

生態：サカツラガンを原種として改良された家禽。

分類：ハト目ハト科

分類：カモ目カモ科

クチバシの付け根にこぶのような突起がある。

英名：Chinese Goose

体は大きくて飛翔できない。警戒心が強く

学名：Anser cygnoides domestic

見知らぬ人が来ると大声で鳴いて騒ぐため、

原産地：中国

番犬代わりに、又は草をよく食べるので

体長：40 ～60cm

体重：4～6kg

Photo : Suzaka Zoo

英名：Jacobin

コールダック

学名：Columba livia domestic jacobin

分類：カモ目カモ科

生態：人が作った種でイギリスで固定され、

英名：Call Duck

除草用として飼育されている。

観賞用として飼育されています。

学名：Anas platyrhynchos domestic call duck
体長：30cm

特徴は首に襟巻状の羽がある。

体重：3kg

生態：アヒルをさらに小型にした種なので、ペット用に
Photo : Komoro Zoo

育てられていることもある。ホワイトとブラウン
Photo :Johyama Zoo

ツールーズ

など沢山のカラーがある。

分類：カモ目カモ科

キエリボウシインコ

英名：Goose
学名：Anser anser domestic toulouse

分類：オウム目インコ科

原産地：フランス
体長：80～90cm

アオボウシインコ

英名：Yellow-naped Amazon
体重：9～14kg

分類：オウム目インコ科

学名：Amazona auropalliata ssp.

生態：ハイイロガンからつくられた家禽。

英名：Blue-frontedAmazon

※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

ガチョウの中では最も大きい種類。
肝臓を肥大化させたフォアグラが有名。

学名：Amazona aestiva

ルリコンゴウインコ

※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

分類：オウム目インコ科

バリケン

英名：Blue-and-yellowMacaw

セキセイインコ

学名：Ara ararauna

分類：オウム目インコ科

※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

英名：Budgerigar
学名：Melopsittacus undulatus. domestic

分類：カモ目カモ科

※詳しくはオーストラリア周辺の動物【哺乳類・量類】

英名：Muscoovy Duck
学名：Cairina moschata domestic
体長：70～80cm

体重：3～4kg

生態：南米産のノバリケンを食用に
家禽化したもの。眼～クチバシに
Photo :Johyama Zoo

かけて赤い皮膚が露出している。

ベニコンゴウインコ
分類：オウム目インコ科

オカメインコ
分類：オウム目オウム科

英名：Green-winged Macaw
学名：Ara chloroptera
※詳しくは北アメリカ・南アメリカの動物【鳥類】

英名：Cockatiel
学名：Nymphicus hollandicus
※詳しくはオーストラリア周辺の動物【哺乳類・量類】

