
セルフガイド
＆

クイズラリー

チンパンジーチンパンジー

 
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 全体の推定個体数は約 15～30 万頭とされ、
絶滅危惧種に指定されています。

Q2 日本では約 50 施設で飼育されています。
一施設当たりの平均飼育頭数は、約 6～7頭
です。

Q3 人間の半分くらいかな？

Q4 人間の大人と同じくらいかも？

Q5 生息数が減少している一番の原因は、森林伐
採による生息地の減少です。森林伐採のため
に作られた道路が生息地を分断するとともに
道路普及で簡単に森に入れるようになったた
め、環境が悪化し、チンパンジーの生命をお
びやかしています。また食用のための密猟や
人との接触による感染症での死亡数も増えて
きています。

Pan troglodytes
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
アフリカ西部から中央部（ザイール川以北、セネガ
ルからタンザニアに至る）。一般に森林に生息。

 

チンパンジー 1頭あたりのエサの種類と量

ＥＮ（絶滅危惧ⅠB類）

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 ズ
Q1　野生のチンパンジーは何頭ぐらい生息して
　　いるでしょうか？

①　約 20 万頭

②　約 100 万頭

③　約 1億頭

Q2　日本では何頭ぐらい飼育されているでしょうか？

A1 A3A2 A4 A5

Q3　チンパンジーの寿命はどれくらいでしょうか？
①　約 20 年

②　約 40 年　　

③　約 100 年

Q4　チンパンジーの大人のオスの体重は
　　　　　　　　　どれくらいあるでしょうか？

①　約 30kg

②　約 50kg

③　約 100kg

Q5　野生下でチンパンジーが減っている一番の
　　原因はどれでしょうか？

①　人間が食べるために殺してしまうから

②　すんでいる森の木を人間が切ってしまい、

　　すむ場所が少なくなっているから

③　伝染病などが発生して死んでしまったから

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・メスともに体つきはほぼ同じくらいだが、体重は
オス 36～59kg、メス 31～45kg とオスのほうが重い。
毛は黒色が多いが、20 歳を超えると背中が灰色になって
くる。オス・メスともに短くて白いあごひげが生える。
大人には額がはげているものが多く、メスのほうがオス
より広くはげる。

習性
夜は樹上で巣を作り、昼は地上で果実を採食する。移動
の際は地上を歩く。数頭から 20 頭くらいの小さな群れで
生活し、その構成は、リーダー格の成獣のオスを中心と
した父系集団で、複数頭のオス・メスと子どもからなる。
チンパンジーはヒトにもっとも近い動物でよく調べられ
ている。その結果、道具を使ったり、高い知能を有する
ことが分かってきた。寿命は約 40 年。

食べ物
おもに果実、若葉、樹脂、ハチ、アリなどを食べるが、
時に小型のサルをおそって肉を食べることもある。

繁殖
妊娠期間は約 8か月で、一回に 1頭の子を産む。産まれ
た子の体重は約 2kg で、2年くらいは親について生活す
る。発情したメスの性皮は大きくふくらみ、ピンク色に
なる。メスの発情は 4～6週間おきにある。

動物名の語源
学名の “pan” はギリシャ神話にあらわれる森林の半獣神
の名で、“troglodytes” はギリシャ語で「ほら穴にすむ人」
の意味。

チンパンジーを知る

生息数 17 万～30 万頭（IUCN　2015 年）

クイ

①　約 35 頭

②　約 350 頭

③　約 3500 頭
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