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動 物 観 察 の注 意 点 

 音や動作などで動物を驚かせないように観察する。 

（気づかれないのが一番） 

 他の見学者に迷惑をかけないように観察する。 

 動物に手など出さないよう、安全に注意して観察する。 

 立ち入り禁止の場所・区域には入らないこと。 

 双眼鏡などで拡大して見ると良い。(太陽は見ないこと) 

 スケッチや写真を残すと良い。（特徴をとらえたスケッチ

が一番） 

なまえ

どうぶつクイズのヒント

Q1 東南アジア。大型類人猿と呼ばれている霊長類の
うち、ゴリラ、チンパンジーはアフリカに生息し
ていますが、オランウータンだけは東南アジアの
ボルネオ島とスマトラ島に生息しています。東山
動植物園のオランウータンは、すべてスマトラオ
ランウータンです。

Q2 木のたくさん生えた熱帯多雨林とよばれるジャン
グルの 10～25mの高さの木の上で、単独生活を
送っています。

Q3 野生のオランウータンは、ドリアンやイチジク、木
の葉や樹皮を食べていますが、動物園ではスーパー
などで手に入るリンゴ、バナナ、白菜、ピーマン、
トマトなどを与えています。

Q4 野生のスマトラオランウータンの生息数は、
7000～8000 頭といわれています。

Q5 オランウータンが生息している東南アジアのボル
ネオ島やスマトラ島では、違法な森林伐採や森林
火災､アブラヤシの大規模農園（プランテーション）
のために、生息地がどんどん減少しています。ま
た、販売目的の密猟なども生息数が減少する一因
となっています。

Pongo abelii
北園エリアに展示しています

ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）によるレッドリストのランク

分布・生息地
スマトラ島の森林に生息。低地の湿地地帯にいるが、
1500mの高地にもすむ。

←東山動植物園で与えている

　オランウータンのエサ

ＣＲ（絶滅危惧ⅠA類）
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●●●●●●●どうぶつ ズ
Q1　野生のスマトラオランウータンは
　　　　　　　　どこにすんでいるでしょうか？

①　アフリカ

②　東南アジア

③　日本

Q2　野生のスマトラオランウータンは普段どこで
　　暮らしているでしょうか？

A1 A3A2 A4 A5

Q3　野生のスマトラオランウータンの
　　　　　　　　　　　　　　　主な食べ物は？

①　果物・木の葉・樹皮

②　肉　　

③　果物・木の葉・樹皮+肉

Q4　野生のスマトラオランウータンは何頭ぐらい
　　生息しているでしょうか？

①　7,000～8,000 頭

②　70,000～80,000 頭

③　700,000～800,000 頭

Q5　野生のスマトラオランウータンの生息数は
　　どうなっているでしょうか？

①　増えている

②　減っている

③　変わらない

かんさつノート

・体の色は？

・体の特徴は？

・何をしていることが多い？

観察日：　　　年　　　月　　　日

（※看板やボードで個体の紹介をしていることもあるよ）

全体をスケッチしてみよう！

東山動植物園の動物に注目してみよう！

気づいたことを書いてね！

体
オスは体重約 100kg､頭胴長約 100cm､メスは体重約 60kg、
頭胴長約 80cm。大人のオスのほおにはフランジという結
合組織でできたひだが出っ張っていて、顔がより大きく見
える。これはのど袋や長い毛とともに（他のオスと出会っ
たときに行う）威かくのディスプレーをより効果的なもの
にする。長い腕と器用に動く手足は樹上で移動するのに適
している。

習性
大きな脳を持ち､知能が高い。単独生活をすることが多い
動物で､大人は配偶者関係を持っているとき以外は､単独
で移動や採食を行う。緩やかなつながりを持つ社会を形
成していると考えられる。地面を歩くときは指を曲げ、
手のひらで歩く。

食べ物
草食性。野生下では主食の約 60％は果実で､ドリアン、ラ
イチ、マンゴー、イチジクなど。その他に木の葉、新芽、
樹皮、昆虫、時に鳥の卵や小動物などを食べる。

繁殖
妊娠期間は約 8～9か月。一回に 1頭を産む。産まれた時
の体重は 1.5～2kg で、1年半くらいで離乳する。成長し
きるのに 10～12 年かかる。

動物名の語源
マレー語で “オラン ”は「人」、“ウータン ”は「森」。
合わせて「森の人」の意味。

スマトラオランウータン
　　　　　　　　　を知る

生息数
約 7300 頭（IUCN　2012 年）

クイ

①　草の生えた開けたところ

②　木のたくさん生えた森

③　砂漠
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