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アビシニアコロブスアビシニアコロブス

 
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 アビシニアコロブスは、顔・尻・尾・肩から腰
にかけて白い毛が生え、それ以外は黒い毛です。
肩から腰にかけての毛と尻尾の白い毛は長く伸
び、足をついた状態では地面に届くほどです。

Q2 リーフイーターであるアビシニアコロブスは、
反すう獣のように複数（3室）に分化した胃袋
を持っていて、胃の中の細菌でセルロースを分
解できるため、樹木の葉を主に食べます。

Q3 アビシニアコロブスの手には親指がありません。
痕跡程度に退化しています。

Q4 ほお袋はありません。オナガザルにはほお袋が
あります。

Q5 美しい毛皮が、衣類や装飾品、土産用敷物など
の材料として乱獲され、生息数が激減していま
す。現在は捕獲が禁止されています。

Colobus guereza
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
アフリカ中部から東部にかけての熱帯雨林に生息。

 

ＬＣ（軽度懸念）

 

左足 左手

ＥＷ
野生絶滅

ＣＲ
絶滅危惧
ⅠA類

ＶＵ
絶滅危惧
Ⅱ類

ＮＴ
準絶滅
危惧

ＥＮ
絶滅危惧
ⅠB類

ＬＣ
軽度懸念

ＥＸ
絶　滅

●●●●●●●どうぶつクイズ
Q1　アビシニアコロブスの毛の色は何色？

①　黒

②　白

③　黒と白の 2色

Q2　アビシニアコロブスの胃の数はいくつある？

A1 A3A2 A4 A5

①　1つ

②　3つ

③　4つ

Q3　アビシニアコロブスの手の指の本数は？
①　3本

②　4本

③　5本

Q4　アビシニアコロブスは他のオナガザルのよう
　　に、ほお袋があるでしょうか？

①　ある　　　　②　ない

Q5　アビシニアコロブスはアフリカの熱帯雨林、
　　湿地林、川辺林、山地林、疎開林など多様な
　　森林地帯に生息していますが、生息数はどう
　　なっているでしょう？

①　減っている

②　変わらない

③　増えている

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
体長 50～70cm、尾は 60～80cm。
体重はオス 12～15kg、メス 10kg くらい。
肩から腰にかけて白いケープのようにふさふさした毛が
美しく、尾は半分またはほとんど全部が白く、太いふさ
のようになっている。この尾は枝から枝へ飛び移る際の
パラシュートの役割を果たす。

習性
普通 1～2頭のオスを中心に、10 頭前後の群れを作って
生活する。森林の樹上にすむが、草原地では地上を移動
することもある。
リーフイーター（Leaf  Eater：葉を食べるの意味）と呼
ばれるサル類に属している。他のサルは人間と同じよう
に雑食に適応した胃のつくりをしているが、アビシニア
コロブスの胃は、葉のセルロースを分解するために、ウ
シなどのように複数に分化したつくりになっていて、発
酵のためのバクテリアを含んでいる。

食べ物
草食性。野生下では草、木の葉、果物など。

繁殖
妊娠期間は約 5か月。現地でも動物園でもほぼ一年中
見られる。親の毛色は白黒だが、産まれたばかりの赤
ちゃんはまっ白で、その後 3か月程度でだんだん親と
同じような毛色にかわる。

動物名の語源
学名の “guereza” はこの動物の仲間に共通する、手の親
指が欠けている、もしくは痕跡程度しかない特徴から、
ギリシャ語の「切断されたもの」の意味を持つ言葉に由
来する。

アビシニアコロブスを知る
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