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（続紙１）                             

京都大学 博士（ 理 学） 氏名  Renata Andreia da Silva Mendonça 

論文題目 

 

Development of independence and behavior of wild immature East Bornean orangutans 

(Pongo pygmaeus morio), Danum Valley Conservation Area 

 

（論文内容の要旨） 

 

Orangutans have a long period of immaturity and the longest inter-birth interval (IBI) 

of all mammals. In this study, I collected behavioral data on orangutan (Pongo pygmaeus 

morio) mother-offspring dyads and adolescent individuals living in a primary lowland forest in 

Danum Valley, East Borneo in an effort to examine hypotheses related to the length of 

development and the IBI: (a) the “slow life history”, (b) “developmental skill”, and (c) 

“solitary lifestyle”. I analyzed developmental changes in mother-offspring distance, contact, 

and activity budgets in orangutans ranging from 0 to 7 years of age. Additionally, I explored 

the acquisition of feeding skills, the development of feeding patterns in dependent immature 

and the behavior of adolescent individuals to examine their activity and association patterns 

after independence. Results suggest that dependent immatures may acquire locomotor and 

nutritional independence around the age of 4 years. However, a separation from the mother at 

the age of 4 years can have serious consequences for the offspring, as the last study of this 

thesis suggest. A seven-year-old juvenile, as well as the adolescents studied showed similar 

behavioral patterns to adult females. Moreover, the results showed that after independence, 

adolescent individuals still associated with their mother and started to associate and forage 

with same age class conspecifics. No sex differences in adolescents regarding activity budget 

and association patterns were found. Sex biased differences in the activity budget may be more 

noticeable during adult life, as a result of sexual dimorphism and female’s reproductive status. 

Association with conspecifics after independence may bring benefits in terms of protection 

against predators and may allow the individuals to improve their foraging behavior and 

develop social skills. 

  In conclusion, comparisons with previously published data on the Sumatran species Pongo 

abelli revealed no fundamental differences in early developmental patterns. However, a shorter 

association time with the mother and other conspecifics after behavioral independence is 

documented for this East Bornean population in comparison to Sumatran populations. These 

results are best explained by the solitary life hypothesis, in agreement with previous studies. I 

suggest that environmental constraints in Bornean forests, as well as population density should 

be considered when interpreting the differences between Sumatran and Bornean orangutans in 

both the period of association with mother and the IBI. Hence, variations between closely 

related species may be a consequence of phenotypic flexibility in response to different 

environmental conditions. 

様式５（課程博士） 



 

（続紙２）                            

（論文審査の結果の要旨） 

 

 オランウータンは、未成熟の期間が比較的長く、またすべての哺乳類の中で出産
間隔が最も長い。このような生活史を説明する仮説はいくつか提唱されているが、
そのすべてが、インドネシアのスマトラ島に暮らすスマトラ・オランウータンの資
料に基づくものであった。ボルネオ島に暮らすボルネオ・オランウータンの発達に
関する資料はほとんどなく、オランウータンというアジアの大型類人猿のユニーク
な生涯発達の全体像を議論する上での大きな障壁となっている。申請者のRenata 

Mendonça氏は、乳幼児期から青年期にわたるボルネオ・オランウータンの行動の諸
側面の発達について、マレーシア・サバ州のダナムバレイ自然保護区の一次林に暮
らすボルネオ・オランウータン亜種(Pongo pygmaeus morio)を対象に調査を実施した。
まず、幼少期の母子間関係や行動時間配分などに着目して分析を行ったところ、大
枠としてはスマトラ・オランウータンと同様の傾向を示したものの、行動的に自立
した後の母子の近接期間についてはスマトラ種に比べて短いことが明らかとなっ
た。このことが両種間の出産間隔の違いにも関係している可能性が示唆された（第
２章）。また、幼少期の採食行動の発達過程に注目して分析を行ったところ、採食
レパートリーは３－４歳ころから母親のそれと類似するようになり、その傾向は７
歳にはほぼ完成することが明らかとなった。処理の難しい食物や栄養価の高いもの
を選択的にねだるといった行動はほとんど観察されなかった（第３章）。続く第４
章では、青年期の行動に着目して分析を行った。特に近接パターンや社会的行動に
着目した。行動時間配分には性差が認められず、女性については成熟個体との差が
認められなかった。青年期の女性はフランジ化していない男性といることが多く、
青年期の男性は同年代の男性と近接していることが多かった。また、男性個体の方
が女性個体に比べて他個体との距離を近接して保つ傾向にあった。さらに、母子が
一緒にいることによって未成熟個体と年長個体との社会的交渉の機会が確保されて
いることが明らかとなった。第５章では、樹上で孤立していた４歳の個体を救助し
て、森へ戻すという活動中のストレス評価を行ったところ、再導入後に糞中のコル
チゾルが増加するということが明らかとなった。最終章では、これらの知見を総合
し、スマトラ種との類似点と相違点をもとに、出産間隔や近接期間の長さを議論す
る上での生態環境の重要性を指摘した。 

 以上、本申請論文は、マレーシア東ボルネオの一次林に暮らすボルネオ・オラン
ウータン亜種を対象に行われた初の詳細な発達過程の調査研究を取りまとめたもの
である。本論文に示された知見は、オランウータンという種における発達過程の全
体像を考察する上で極めて重要なものである。さらに、アフリカ・アジアの大型類
人猿の生活史と生態環境の関係を研究する者にとって、今後長く参照されていく成
果であるといえる。 

よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値あるものと認める。また、
平成２９年２月１日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、
合格と認めた。 
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