
 

11 

 

ニホンウサギコウモリのねぐら利用 

富士山研究 第 14 巻 (2020 年) 
Mount Fuji Research vol.14 2020 p.11 - 18 

 

報 告 

富士北麓におけるニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis）

の単独個体および出産保育コロニーによるねぐら利用の観察例 

 

髙田隼人、勝俣英里、鷲田茜 

山梨県富士山科学研究所 

*Correspondence: E-mail：takada@mfri.pref.yamanashi.jp 

 

The day roosts used by solitary individuals and maternity colony of 

Japanese long-eared bat (Plecotus sacrimontis) in northern Mt. Fuji 
 

Hayato Takada, Eri Katsumata, Akane Washida 

   （受付 2019年 10月 18日） （受理 2020年 1月 21日） 

 

要 旨 

山梨県の富士北麓において、ニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis）の単独個体と

出産保育コロニーによる人工建造物のねぐら利用を発見し、利用状況の月変化を調査した。

富士北麓におけるウサギコウモリの出産保育コロニーの発見は初の報告であり、山梨県内で

は 2 例目の報告である。単独個体のねぐら利用は、富士山科学研究所の鉄筋コンクリート

造りの倉庫（標高：1031m）で確認され、5 月から 8 月にかけて不定期に利用された。出産

保育コロニーは富士北麓の森林内にある木造平屋家屋（標高：約 1300m）で発見され、7

月から 10月までの利用が確認された。出産保育コロニーの個体数は 9～31個体が確認され、

7 月と 8 月に個体数が多く、9 月と 10 月に減少する傾向にあった。 

 

キーワード 

ニホンウサギコウモリ、Plecotus sacrimontis、ねぐら、単独個体、出産保育コロニー、季

節変化 

 

Abstract: In the northern slope of Mount Fuji, Yamanashi Prefecture, we found the day roosts using 

by solitary individual and maternity colony of the Japanese long-eared bat (Plecotus sacrimontis) at 

artificial buildings, and investigated the monthly change of its utilization. This is the first report of a 

maternity colony of this species in the northern slope of Mount Fuji, and the second report in 

Yamanashi Prefecture. The roosting of a solitary individual was found in a warehouse at the Mount 

Fuji Research Institute (altitude: 1031m) and they temporarily used there as day roost from May to 

August. The maternity colony was found in a wooden house (altitude: about1300m) in a forest, and 

they used there as day roost from July to October. The number of individuals in the maternity colony 

were 9 to 31, with a large number in July and August and a tendency to decrease in September and 

October. 
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Ⅰ はじめに 

ニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis、以下ウサギコウモリ）は北海道、本州、

四国、九州に分布する日本固有の食虫性コウモリである（Fukui 2015；船越ほか 2015）。

本種は日中のねぐらとして洞穴や隧道、家屋や地下室などの建造物および樹洞を利用するこ

と（Fukui 2015）、春から夏にかけて、成獣メスが特定の繁殖地に集合し、一斉に出産およ

び保育を行う出産保育コロニーを形成することが知られる（吉倉ほか 2009）。出産保育コロ

ニーの形成場所としては洞穴や人工建造物が報告されており、そのコロニーサイズは主に

10～30 個体前後で（横山 1992；吉倉ほか 2009）、最大で 127 個体の報告がある（佐々木

ほか 2006）。 

ウサギコウモリは山梨県の準絶滅危惧種に指定されており、県内における本種の出産保育

コロニーはこれまでに櫛形山山麓の建造物の一地点のみで確認されているだけである（山梨

県森林環境部みどり自然課 2018）。富士北麓においても本種の生息は古くから知られている

ものの（吉行 1971；今泉 1992）、そのねぐら利用については情報が少なく、少数の個体が

青木ヶ原の溶岩洞穴や人家、山小屋を利用することが断片的に報告されている程度である

（吉行 1971；白石 2003）。 

筆者らは、冷温帯の富士北麓に位置する人工建造物 2 地点においてウサギコウモリの単

独個体と出産保育コロニーによるねぐら利用を発見し、その利用状況の月変化を調査したの

で、ここに報告する。 

 

Ⅱ 調査地および方法 

1. 単独個体によるねぐら利用 

 2018 年 8 月 14 日の日中に富士山科学研究所（以下、富士山研）内の倉庫の天井で、休

眠しているウサギコウモリ 1 個体を発見した（佐藤ほか 2019、図 1）。この地点の標高は

1031m で、周囲は剣丸尾溶岩上に成立した約 100 年生のアカマツ（Pinus densiflora）の

天然林に囲まれている。ねぐら利用が確認された倉庫は鉄筋コンクリート造で、内部は長方

形（幅 3.1m×奥行 7.8m）の一部屋構造で、天井の高さは 4.2m である。入り口は金属製の

シャッター（高さ 2.4m×幅 1.9m）一つで、年間通じて開放してあり、ここからコウモリ

が出入りしていると考えられる。倉庫として利用されているため人の出入りは多くない。 

ウサギコウモリの活動期にあたる 2019 年 5 月から 10 月にかけて、毎週 1 回から 3 回、

日中にねぐら利用の有無を確認した。また、冬眠期にあたる 2018 年 11 月から 2019 年 4

月にかけては、月に 1 回から 2 回ねぐら利用の有無を確認した（表 1）。個体が発見された

場合はその個体数とその活性状態を記録した。活性状態は、耳をたたんで静止している場合

を「トーパー」、耳を立てて顔や体を動かしていた場合は「覚醒」とした。 
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図 1．単独個体のニホ

ンウサギコウモリ

（Plecotus sacrimo- 

ntis）によるねぐら利

用が確認された富士

山科学研究所の倉庫

の外観。 

 

 

表 1．富士山科学研究所の倉庫におけるニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis）の

利用個体数および活性状態。 
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2. 出産保育コロニーによるねぐら利用 

 2019 年 7 月 19 日に富士北麓の森林を踏査していたところ、無人の平屋家屋を発見し、

内部を確認したところウサギコウモリの成獣と幼獣からなる群塊を発見した（図 2）。この

地点の標高は約 1300m で、周囲はアカマツおよびカラマツ（Larix kaempferi）の混交林

に囲まれている（人が頻繁に立ち入ると、コウモリがねぐら利用を放棄する可能性が高い

ため、ここでは詳細な地点を示さない。）。ねぐら利用が確認された家屋は木造で、内部は

箱形の二部屋が連なり、その広さはどちらも幅 2.2m×奥行 1.8m×高さ 1.8m である。二

部屋間の移動経路は一か所のみで（高さ 70cm×幅 50cm）、部屋の中にはコウモリの出入

り口となる隙間や窓はなく、外部から部屋への出入り口（高さ 120cm×幅 40cm）は手前

の部屋の一つのみである。この家屋は現在人による使用はされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．ニホンウサギコ

ウ モ リ （ Plecotus 

sacrimontis）の出産

保育コロニーが確認

された人工建造物の

外観。 

 

 

 2019 年 7 月から 10 月にかけて、毎月 1 回から 2 回、日中に単独個体に実施したのと同

様のねぐら利用の調査をおこなった。複数個体の利用が確認された場合には、個体同士が

体を接して群塊を形成していたかどうかも記録した。また、出産してから間もないと思わ

れる 7 月の観察では、体サイズおよび体色の違いから成獣・亜成獣（1 歳以上）と幼獣（0

歳）を判別した。 

 

Ⅲ 結果 

1. 単独個体によるねぐら利用 

 富士山研の倉庫を合計 50 回調査したうち、ウサギコウモリによるねぐら利用が合計 9

回確認された（図 3、表 1）。ねぐら利用が確認されたうちの全てが単独によるものだった。

ねぐら利用は 5 月、6 月、7 月、8 月に確認され、その利用率（利用日数/調査日数）はそ

れぞれ、20.0％、44.4％、33.3％、25.0％だった。活性状態は 5 月から 6 月初旬にかけて

はトーパー、6 月中旬から 8 月にかけては覚醒が確認された（表 1）。 
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図 3．富士山科学研究所の倉庫で確認されたニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis）

の単独個体。耳を折りたたみトーパー姿勢をとっている。周りの壁面に糞が付着している。

（2019 年 5 月撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．富士北麓の人工建造物で確認されたニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis）

の出産保育コロニー。体が大きく明るい体色の個体が成獣、成獣の腹部にいる体が小さく

暗い色の個体が幼獣。（2019 年 7 月撮影） 
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2. 出産保育コロニーによるねぐら利用 

 家屋において合計 7 回調査し、そのうちの全てで複数個体のウサギコウモリによるねぐ

ら利用が確認された（図 4、表 2）。利用個体数は 9～31 個体で、7 月と 8 月に個体数が多

く（29～31 個体）、9 月と 10 月に減少する傾向にあった（9～11 個体）。全ての月で 2～

18 個体による群塊の形成が確認された（表 2）。活性状態は 7 月から 8 月にかけては全て

の個体が覚醒で、9 月以降はトーパーの個体が増加した（表 2）。 

 

表 2．富士北麓の人工建造物におけるニホンウサギコウモリ（Plecotus sacrimontis）の

利用個体数、群塊サイズおよび活性状態。 

 

Ⅳ 考察 

 富士山研の倉庫における単独のウサギコウモリによるねぐら利用は活動期にあたる5月

から 8 月にのみ観察された。このため、この倉庫はウサギコウモリにとって少なくとも秋

から冬にかけては不適なねぐら環境であると推察された。ウサギコウモリの冬眠場所は廃

鉱や隧道で報告されており（吉倉 2011）、安定した高い気温（11.5～15.3℃）・湿度（86

～100％）域を利用することが報告されている（船越ほか 2015）。富士山研の倉庫は入り

口が大きく、奥行きも短いため、気温・湿度ともに野外と近い値であると考えられる。そ

のため秋季から冬季には利用されないと考えられた。 

単独個体の利用が確認された 5月から 8月の間もねぐらの利用は不定期であったことか

ら、富士山研の倉庫は活動期の一時的なねぐら場所であると考えられた。また、活動期に

おけるウサギコウモリの単独個体は数日おきにねぐら場所を移動させていることが示唆

された。5 月から 8 月にかけての成獣メスの多くは出生地において出産保育コロニーを形

成する（吉倉ほか 2009）。このため、本地を不定期に利用した単独個体はオスである可能

性があるが、本研究では捕獲調査をおこなっておらず、これらの情報を得ることができな

かった。 

 富士北麓（山梨県側）におけるウサギコウモリの出産保育コロニーの発見は、知る限り

今回が初めての報告である。また、山梨県内においては、2004 年に櫛形山山麓の人工建

造物の地下室で発見された例に次いで 2 例目であり（山梨県森林環境部みどり自然課

2018）、貴重な発見例であるといえよう。富士南麓（静岡県側）を含めた富士山麓全体で

みると、静岡県小山町須走の家屋（標高 1360m）、静岡県富士宮市の自然洞穴（標高 1540m）

の例（吉倉ほか 2009）に次いで 3 例目である。富士山麓では本種の採取記録も豊富にあ
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ることから（吉行 1971；今泉 1992；白石 2003）、富士山麓はウサギコウモリの好適な生

息地である可能性がある。 

 本研究におけるウサギコウモリの出産保育コロニーのコロニーサイズは 7 月 8 月から 9

月 10 月にかけて減少した。その要因としては、幼獣および成獣の死亡、成長した幼獣お

よび成獣の越冬地への移動などが考えられた。本研究における産後（7 月中旬から 8 月）

のコロニーサイズは 29～31 個体であったが、この値は同時期の須走（17～33 個体）およ

び富士宮（3～25 個体）における出産保育コロニーのコロニーサイズと類似するか、それ

よりもやや多い傾向にあった（吉倉ほか 2009）。出産保育コロニーの個体数は経年的に変

動することがあり、その安定性もコロニーにより異なることが報告されている（吉倉ほか

2009）。今後も、個体数や出産状況などの経年的な調査が必要であろう。さらに、本研究

では個体の捕獲や標識調査をおこなっていないため、出産保育コロニーの構成や個体の帰

還率などの情報は得られなかった。また、ウサギコウモリのねぐらへの要求や採食生態、

冬眠生態、夜間の活動については未解明な点が多く残されている。本種の保全のためには

生活史の解明が求められ、今後より詳細な調査をおこなっていく必要があるだろう。 
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