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If there’s one animal that lives up to the saying, “You are what you eat”, it’s probably the 

giant panda. Nearly every aspect of a panda’s life revolves around bamboo. Giant pandas 

eat, and eat, and eat! Pandas can spend more than half of each day eating. To understand 

why pandas eat so much, you need to look more closely at what they eat. Bamboo, a giant 

woody grass, is a very poor nutritional source; low in protein and high in fibre that pandas 

can’t digest well. Yet, bamboo comprises ninety-nine percent of a panda’s diet. To 

compensate, pandas need to eat twenty to forty pounds a day. Pandas have quite a bit in 

common with carnivores. A panda’s digestive system is more closely related to that of a 

carnivore than an herbivore, which explains why they don’t digest plants very well. 

Fortunately, they have other adaptations that help them chow down on bamboo stalks, 

including large, powerful jaws. When they are not eating, pandas rest, and rest, and poop, 

and poop! Since they don’t digest bamboo very well, pandas end up passing a lot of it as 

waste, which unsurprising contains a lot of undigested bamboo bits. Pandas defecate more 

than one hundred times a day, producing more than forty pounds of waste. Pandas even go 

“Number 2” while they’re napping! And they spend a lot of time napping as a way to 

compensate for their low energy diet.  

Pandas have tiny cubs because of their poor diet. Baby giant pandas are born blind, helpless, 

and tiny, weighing just five ounces (around one hundred and forty-two grams), or about one 

thousandth the size of their mom. Of all placental mammals, panda cubs are the tiniest in 

comparison to their mother. Why so small? The mother’s diet plays a role. Due to her low 

metabolism, a panda mother has a relatively low blood-oxygen level, so the cub can get 

more oxygen outside the womb. Pandas black and white fur may help them camouflage. 

Once again, we can look at a panda’s diet to help understand why its fur is the colour it is. 

Pandas don’t store enough fat to hibernate like other bears, so they have to keep eating 

bamboo all year round. And since they’re always roaming in search of bamboo, pandas are 

unable to shed their fur quickly enough to match their background like other animals can. 

So, their black and white pattern maybe sort of a compromise; white fur allows them to 

blend into snowy backgrounds, black fur allows them to blend into shady forest 

backgrounds.  

Historically, pandas inhabited a much wider range than they do today and faced multiple 

predators. So, at the time, they may have relied more on their camouflage ability. Today, 

pandas are not at as high a risk from predators, but rather from a loss of bamboo. The good 

news is that the giant panda’s conservation status was recently upgraded from endangered 

to vulnerable. An estimated one thousand, eight hundred and fifty pandas remain in the 

wild in China. An increase of seventeen percent over the past decade. However, pandas still 

face significant threats, tied closely to their food source. Human development has driven 

pandas into isolated, fragmented mountain regions, restricting their access to bamboo. 

Additionally, climate change threatens to eliminate more than a third of the bamboo habitat 

that panadas rely on by the end of the century.  



「人は食によって決まる」そんなことわざにふさわしい動物がいるとしたら、それはジャイ

アントパンダでしょう。パンダの生活（生命）はほとんどと言っていいほど、笹にかかってい

ます。ジャイアントパンダはとにかく、食べて、食べて、食べまくるのです。パンダは一日の

半分以上を食べることに費やしています。なぜそんなに食べるのか理解するには、食べている

ものを注意深く観察する必要があるでしょう。笹（大きな木のような植物）は、栄養源として

乏しいものです。たんぱく質は低く、食物繊維が高く消化できません。それでも、笹はパンダ

の食の 99 パーセントを占めるのです。（栄養価を）補うため一日に 20～40 ポンド食べなけれ

ばなりません。パンダは肉食動物と似ています。パンダの消化器官は、草食動物というより肉

食動物よりなのです。これを聞けば、植物が消化しにくいことの説明がつきます。幸運なこと

は、笹の茎をかみくだくのに適した他の特徴を持っています。大きな強い顎がその一つです。

食べていない時、パンダはひたすら休息を取ります。そして、ひたすらうんちをします。笹を

消化できないので、結果的に排せつ物を出し続ければならず、消化できない笹が含まれている

ことは驚くことではありません。一日に１００回以上排泄し、４０ポンド以上の糞をします。

パンダの「第二の行動（排泄）」は、寝ている間にもなされます。長時間寝ることで、エネル

ギー源の低い食事を補っているのです。 

パンダの赤ちゃんがとても小さいのは、栄養価の低い食生活のせいです。ジャイアントパン

ダの赤ちゃんは、生まれたときは目が見えず、自分では何もできません。とても小さくて、体

重は５オンス（１４２グラムほど）しかありません。母親の１０００分の１の大きさです。胎

盤を持つ哺乳類の中で、母親対赤ん坊の比率は最大です。なぜ、こんなに小さいのか？母親の

食べ物のせいです。新陳代謝が低く、血液中の酸素濃度は低いので、赤ん坊パンダは子宮の外

のほうが酸素を得られます。パンダの白黒の毛皮はカモフラージュのためかもしれませんが、

ここでも、パンダの食生活に注目すると色の説明がつきます。パンダは冬眠に必要な脂肪分を

蓄えることができないので、一年中笹を食べ続けなければなりません。そして、笹を探して歩

き続けなければならないため、他の動物のように、周囲に合わせて素早く毛皮を脱ぎ捨てるよ

うなことはできないのです。白黒の毛皮は妥協の産物のようなもので、白は雪景色に溶け込

み、黒は薄暗い森の背景に溶け込めるようになっています。 

歴史的に見ると、パンダは今日よりもずっと広範囲に生息し、多くの捕食者に遭っていまし

た。その当時はカモフラージュの力に頼っていたかもしれません。今日では捕食者の危険はそ

れほどありませんが、笹不足が深刻な問題です。良い知らせは、ジャイアントパンダの保全状

態は最近、「絶滅危惧 IB 群(endangered)」から「絶滅危惧Ⅱ類(vulnerable)」へ好転していまし

た。推定で１８５０頭の野生パンダが中国に現存しています。過去１０年間で１７パーセント

増です。しかし、パンダは依然として深刻な脅威と直面し、それは食糧源と深く関わっていま

す。人間による開発のため、パンダは点々と孤立した山地に追いやられ、笹を食べに行きにく

くなっているのです。加えて、気候変動が原因で１００年後には、現在のパンダの餌である笹

の３分の 1 以上がなくなってしまうおそれがあります。               


