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要 旨 

ホンノウサギ（Lepus brachyurus）の冬季の生息地利用と物理条件や植生条件、陸生捕食者

の分布との関係性を探ることを目的に、富士北麓山地帯において雪上足跡調査を実施した。

総延長 27.8kmの林道を対象に、雪上に残るノウサギの足跡の発見地点とその場の環境条件

［斜度、各森林タイプ（シラビソ林、カラマツ林、アカマツ林）までの距離、伐採跡地まで

の距離、半径 500m以内のアカギツネ（Vulpes vulpes）・ニホンテン（Martes melampus）足跡

数］を記録した。ニホンノウサギの生息地選択性は二項分布を仮定した一般化線形モデルに

より評価した。ニホンノウサギの足跡の発現確率は伐採跡地から近いほど高く、伐採跡地や

周辺の林縁部を選択的に利用することが示された。伐採跡地と林縁部は森林内部に比べて

低木類や草本類などの下層植生が多様かつ豊富に生育するため、豊富な食物と猛禽類から

のシェルターの両方を提供する良好な生息環境であると推察された。そのため、本地域にお

けるニホンノウサギの保全をしていくためには、伐採と植栽の林業サイクルを持続するこ

とが重要であると考えられた。さらに、ニホンノウサギの足跡の発現確率は傾斜が緩いほど、

またカラマツ林に近いほど高く、これらの環境を選択的に利用することが示された。一方、

アカマツ林やシラビソ林、アカギツネ、ニホンテンの分布がニホンノウサギの足跡の発現確

率に与える影響は検出されなかった。ただし、本研究ではサンプルサイズが小さかったため、

今後さらにデータを蓄積し検討を行う必要がある。 

 

キーワード 

ニホンノウサギ、 Lepus brachyurus、生息地利用、足跡、伐採跡地 

 

Abstract: To explore effect of physical conditions, vegetation conditions, and distribution of terrestrial 

predators on the winter habitat use of Japanese hares (Lepus brachyurus), we conducted a snow 

footprint survey at landscape scale in the montane zone of Mt. Fuji, central Japan. For a forest road 

with a total length of 27.8km in northern slope of Mt. Fuji, we recorded the locations of Japanese 
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hare’s footprint and environmental conditions of them, such as slope, distance to each forest type 

(Abies veitchii, Larix kaempferi, or Pinus densiflora), distance to cutover areas, and number of 

footprints of red fox (Vulpes vulpes) and Japanese marten (Martes melampus) within a radius of 500m. 

Hare’s habitat selection was evaluated by a generalized linear model with a binomial distribution. The 

probability of hare footprint location was higher as it is closer to the cutover area, indicating that hares 

select around the cutover area. The cutover area and forest edge have more diverse and abundant 

understory vegetation than inside the forest, which seemed to provide both abundant food and shelter 

against raptors for hares. For the conservation of hares in this area, it was considered important to 

sustain the forestry cycle of logging and planting. Moreover, the probability of hare footprint location 

was higher as it is closer to the larch forest and as the slope is gentler, indicating that hares select these 

environments. On the other hands, the effects of distribution of red pine forest, veitch forest, fox, and 

marten on the probability of hare footprint location were not detected. However, since the sample size 

is small in this study, it is necessary to accumulate more data and conduct further studies in the future. 

 

Keywords: Japanese hare, Lepus brachyurus, habitat use, footprint, cutover area 

 

 

Ⅰ はじめに 

ニホンノウサギ（Lepus brachyurus, 以下ノウサギ）は北海道・沖縄を除く日本全土に分布

する固有の中型草食獣である（Yamada 2015）。その生息環境は都市部や農耕地周辺から里山、

山地帯、亜高山帯、高山帯にかけての森林や草原に及び、非常に幅広い景観に生息する

（Yamada 2015）。ノウサギは植物を採食する一次消費者であると同時に、イヌワシ（Aquila 

chrysaetos）、クマタカ（Nisaetus nipalensis）、オオタカ（Accipiter gentilis）などの猛禽類やア

カギツネ（Vulpes vulpes、以下キツネ）、ニホンイタチ（Mustela itatsi）、ニホンテン（Martes 

melampus、以下テン）などの中型食肉目の餌資源であり（鳥居 1989）、多様な景観における

食物網の中で重要な役割を持つ。そのため、ノウサギの基礎生態を明らかにすることは本種

の生物学的な理解を深めるためだけでなく、高次捕食者を含めた生態系の理解のためにも

有用である。 

 ノウサギがどのような生息環境を選択するか、もしくはどのような生息環境に多くの

個体が生息するかは、比較的に古くから研究が行われてきた（e.g., 樋口ほか 1982，1993；

谷口 1983；柴田ほか 1990；岸元 2001；山口ほか 2008）。例えば、ノウサギは森林よりも低

木層もしくは草本層の豊富な伐採跡地などの開放環境を選択する（島野ほか 2003；矢竹ほ

か 2003）。また、森林構造や植物資源量とノウサギの生息密度の関係を調べた研究では、林

冠が開け、低木層が豊富かつ植物資源量の多い森林でノウサギの生息密度が高いことが示

唆されている（阿部ほか 2005；Shimano et al. 2006；Shimizu and Shimano 2010）。これらの既

存研究は、ノウサギの生息地利用において食物と同時に猛禽類からの捕食回避のためのカ

バーの存在が重要であることを示唆している（山田 2017）。一方、テンやキツネなどの陸生

捕食者の存在がノウサギの生息地利用に影響を与えている可能性もあるが、このことはこ

れまでに検討されていない。さらに、地形などの物理的条件がノウサギの生息地利用に与え

る影響もほとんど検討されていない（山口ほか 2008）。 
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 富士北麓ではノウサギが山地帯から高山帯までの多様な環境に生息することが知られ

るが（上田 2003；富士山科学研究所 2020）、その行動や生態に関する知見はこれまでにな

い。富士北麓の山地帯のほとんどは植林地が占め、アカマツ（Pinus densiflora）、カラマツ

（Larix kaempferi）、シラビソ（Abies veitchii）など複数の森林タイプが存在することに加え、

伐採跡地も点在する。このため、森林タイプや伐採跡地がノウサギの生息地利用に与える影

響を検討するのに適している。また、オオタカなどの猛禽類だけでなくキツネやテンなどの

陸生捕食者も生息するため（山梨県環境科学研究所 2013）、陸生捕食者の存在とノウサギの

生息地利用の関係についても検討可能である。こうした視点から、筆者らは本種の冬季の生

息地利用を明らかにすることを目的に富士北麓山地帯の広域においてノウサギの雪上足跡

調査を実施した。 

 

Ⅱ 材料および方法 

1. 調査地 

  調査は富士北麓に位置する、富士林道・大田和林道・侭下林道・滝沢林道の 4本の林道

にておこなった（Fig. 1）。調査対象林道の総距離は 27.8㎞で東西に広く、標高は 1050～1550m

で冷温帯・山地帯に位置する。積雪期間は 12 月下旬～3 月上旬の約 3 カ月間で、積雪深は

30～60cm程度である。調査地から北へ約 8 kmに位置する河口湖観測所（標高 859.6 m）に

よる 2019 年の平均気温および降水量はそれぞれ 11.7℃ と 1889 ㎜だった

（https://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html）。林道沿いの森林はほぼ全て植林地である

が、一部に溶岩流上に成立したアカマツの天然林を含む。植林地はアカマツ、カラマツ、シ

ラビソのいずれかが植栽されており、部分的に伐採跡地が点在する。林道の大部分は舗装路

であり（一部に未舗装路を含む）、道路幅員は 4m 前後である。冬季の交通量は極めて少な

いため、ノウサギを含む中大型哺乳類は林道の周辺を自由に利用または横断することが可

能だと考えられる。調査地には、ノウサギの捕食者になりえる猛禽類としてクマタカとオオ

タカが、中型食肉目とし

てキツネ、ニホンイタチ、

テンが確認されている

（山梨県環境科学研究所 

2013）。 

2. 雪上足跡調査および

環境評価 

 本研究では雪上に残る

ノウサギの足跡を生息地

利用の指標とした。多く

の先行研究において、雪

上に残る足跡の分布状況

はノウサギの生息地利用

の指標として用いられて

いる（e.g., 岸元 2001；矢

竹ほか 2003；Shimizu and 

Fig. 1 The location of studied forest roads (Fuji, Ohtawa, Mamashita, and 
Takizawa) and the location of footprint of Japanese hares (Lepus brachyurus, blue 
circles), red foxes (Vulpes vulpes, red diamonds), and Japanese martens (Martes 
melampus, yellow squares) at Mt. Fuji, central Japan. Star (MFRI) indicates 
location of Mount Fuji Research Institute. Grey polygons indicate cutover areas. 
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Shimano 2010）。調査は 2019 年 12 月の降雪日の翌日および翌々日にあたる 2 日間で実施し

た。調査は日中に行い、二日間で調査対象林道を一巡した。林道を車で徐行運転し、林道上

もしくはその両脇 5m の範囲に残る新鮮なノウサギおよび中型食肉目の足跡の発見地点を

記録した。足跡からの種同定は關ほか（2015）を参考にした。中型食肉目はタヌキ（Nyctereutes 

procyonoides）、キツネ、テンの 3種を確認した。文献では調査地域においてニホンイタチの

分布が記録されているものの（山梨県環境科学研究所 2013）、本調査では足跡等の痕跡は確

認されなかった。足跡が林道に沿って続いた場合は最初に発見した地点と見失った地点の

中間点を発見地点とした。道路の正面および両脇を観察するため調査は二人体制で実施し

た。調査時は先行する車の轍や人の足跡は確認されなかった。 

ノウサギの足跡の発見地点の環境を評価するため、標高、斜度、各森林タイプまでの距離、

伐採跡地までの距離、周囲の陸生捕食者の足跡の発見数を記録した。標高（m）と斜度（角

度）は国土地理院の 5m メッシュ DEM（数値標高モデル）から算出した（国土地理院：

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）。森林タイプは高木層の優占種からアカマツ林、カラ

マツ林、シラビソ林の 3つに分類した。各森林タイプおよび伐採跡地までの距離（m）は航

空写真（Google Earth：https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/）または衛星画像（Land Browser：

https://gsrt.digiarc.aist.go.jp/landbrowser/）から、最寄りの距離を算出した。陸生捕食者の分布

を評価するため、ノウサギの足跡発見地点から半径 500m以内にあったキツネとテンの足跡

の発見数を記録した。ノウサギの積雪期の行動圏サイズは 10～30ha で（鳥居 1989）、一晩

の移動距離が 841～1729m、直線距離では一晩に 300～500m 移動することが示されている

（鳥居 1990）。そのため、半径 500m以内であればノウサギと捕食者の遭遇可能性が十分に

あると予測される。なお、タヌキはノウサギを捕食することがほとんどないと考えられるた

め除外した。調査対象林道上にノウサギの足跡の発見数の 10倍の数のランダム点を生成し

（250地点）、同様に標高、斜度、森林タイプ、伐採跡地までの距離、周囲の陸生捕食者の足

跡の発見数を記録した。ノウサギの痕跡が発見された箇所が 2.5 km（調査距離の 11分の 1）

の範囲に集中分布していたために、その 10倍のランダム点を非目撃地点とした。標高およ

び斜度、距離の算出、500m バッファおよびランダム地点の生成には QGIS 2.18（QGIS 

Development Team 2016）を用いた。 

 

3. 解析 

ノウサギの生息地選択を評価するため、一般化線形モデル（GLM）による解析をおこなっ

た。GLMの構造は以下の通りである；誤差構造：二項分布、リンク関数：logit、応答変数：

1＝ノウサギの足跡、0＝ランダム点、説明変数：標高（m）、斜度（角度）、各森林タイプ（ア

カマツ林、カラマツ林、シラビソ林）までの距離（m）、伐採跡地までの距離（m）、キツネ

の足跡数、テンの足跡数。各説明変数が応答変数に与える効果を検討するため尤度比検定

（Type Ⅱ ANOVA）をおこなった。説明変数間の多重共線性を確認するため各説明変数の分

散拡大係数（VIF、5 以上で多重共線性有と判断：Montgomery et al. 2013）を算出したとこ

ろ、標高の VIF が高い値を示した（5.30）。そのため、標高を説明変数から除いたモデルを

再構築し、各説明変数の VIF を算出した結果、多重共線性は検出されなかった（斜度：1.04、

アカマツ林までの距離：1.12、カラマツ林までの距離：1.14、シラビソ林までの距離：1.09、

伐採跡地までの距離：1.02、キツネの足跡数：1.19、テンの足跡数：1.12）。またモデルの過
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分散を分散検定により評価した結果、過分散は検出されなかった（分散検定；P＝0.92）。解

析には R 4.0.3 (R Core Team 2020)を用い、パッケージは「car」（Fox and Weisberg 2011）を VIF

の算出および尤度比検定に、「DHARMa」（Hartig 2020）を分散検定に用いた。 

 

Ⅲ 結果 

ノウサギ、キツネ、テンの足跡をそれぞれ 25、10、24地点で発見した。ノウサギの足跡

は東側の滝沢林道と西側の大田和林道に多く、中央部に位置する富士林道と侭下林道では

少ない傾向にあった（Fig. 1）。ノウサギの足跡発見地点における標高、斜度、アカマツ林・

カラマツ林・シラビソ林・伐採跡地までの距離、キツネ・テンの足跡数の平均±SDはそれぞ

れ、1390.1±48.0m、6.2±2.7°、608.6±444.1m、77.5±200.5m、63.5±149.8m、159.1±121.4m、0.5±1.1

個、1.8±1.6個だった。 

GLM による解析の結果、ノウサギの足跡の発現確率は伐採跡地までの距離から有意な効

果を受けた（尤度比検定、χ2＝21.4、P＜0.001）。ノウサギの足跡は伐採跡地の近くほど発

現確率が高く、伐採跡地周辺を選択的に利用した（Table 1、Fig. 2）。また、斜度（尤度比検

定、χ2＝4.0、P＜0.05）およびカラマツ林までの距離（尤度比検定、χ2＝8.4、P＜0.01）か

らも有意な効果を受け、傾斜が緩いほど（Fig. 3）、またカラマツ林から近いほど（Fig. 4）ノ

ウサギの足跡が発現した（Table 1）。 

 

Table 1 Generalized linear model (GLM) analyses of footprint locations of Japanese hares (Lepus brachyurus) at Mt. 
Fuji, central Japan. SE: standard error, *: p < 0.05, ***: p < 0.001 
 

Predictor variable Estimate SE z-value p-value 

Slope -1.2 × 10-1 6.8 × 10-2 -1.77 0.076 

Distance to red pine forest 6.1 × 10-4 6.1 × 10-4 1.00 0.314 

Distance to larch forest -4.3 × 10-3 1.8 × 10-3 -2.44 0.014 

Distance to veitch forest -1.4 × 10-3 1.3 × 10-3 -1.05 0.291 

Distance to cutover area -5.4 × 10-3 1.6 × 10-3 -3.35 0.000 

Fox footprint number 1.2 × 10-1 2.6 × 10-1 0.47 0.639 

Marten footprint number 4.5 × 10-2 1.4 × 10-1 0.32 0.750 

 

一方、その他の説明変数に有意な効果は認められず（尤度比検定、アカマツ林までの距離：

χ2＝1.0、P＝0.32、シラビソ林までの距離：χ2＝1.4、P＝0.24、キツネの足跡数：χ2＝0.2、P

＝0.64、テンの足跡数：χ2＝0.1、P＝0.75）、これらの環境条件はノウサギの生息地選択を左

右しなかった。 
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Ⅳ 考察 

 富士北麓におけるノウサギの分布記録は

古くからあったものの（富士急行 1971；鳥居

1989）、どのような生息環境を選択するかなど

の生態に関する情報はなかった。本研究によ

り、富士北麓山地帯に生息するノウサギは冬

季に伐採跡地周辺、緩斜面、カラマツ林周辺を

選択的に利用することが示唆された。 

 ノウサギが伐採跡地を頻繁に利用する

ことや伐採跡地に高密度で生息することは多

くの先行研究で示されている（e.g., 島野ほか

2003；矢竹ほか 2003；阿部ほか 2005；Shimano 

et al., 2006）。また、矢竹ほか（2003）はノウサ

ギの生息地利用をスギ植林の内部と伐採跡地

との境目付近の林縁部で比較し、ノウサギが林

縁部をより頻繁に利用することを示した。本研

究の結果は、ノウサギが伐採跡地の周辺の林縁部を選択的に利用することを示しており、多

くの先行研究の結果を支持した。伐採跡地と林縁部は森林内部に比べて光条件が良く、低木

類や草本類などの下層植生が多様かつ豊富に生育する（Takatsuki 1989；島野ほか 2003；

Ohwaki et al. 2018）。低木の枝先・冬芽はノウサギの冬季の主要な採食物であり（Shimizu and 

Shimano 2010）、豊富な低木を採食するためにノウサギは伐採跡地周辺を選択的に利用した

と考えられた。さらに、低木層が豊富な林縁部は猛禽類から逃避するためのシェルターの役

割をはたすことに加えて、隣接する森林内部にすぐに逃避することも可能である。そのため、

ノウサギにとって伐採跡地とその周辺の林縁部は食物条件と安全性の両面で良好な生息環

境であると考えられた。伐採跡地のような遷移初期段階の生息環境を選択することは、ニホ

Fig. 2 Relative probability predicted by generalized 
linear models (GLM) (with 95% confidence 
intervals) of footprint locations of Japanese hares 
(Lepus brachyurus) in relation to distance to 
cutover areas at Mt. Fuji, central Japan. The 
continuous vertical lines on the upper side of the 
horizontal axis indicate the observation points of 
the raw data (hares footprints and random points). 

Fig. 3 Relative probability predicted by generalized 
linear models (GLM) (with 95% confidence 
intervals) of footprint locations of Japanese hares 
(Lepus brachyurus) in relation to slope at Mt. Fuji, 
central Japan. The continuous vertical lines on the 
upper side of the horizontal axis indicate the 
observation points of the raw data (hares footprints 
and random points). 

Fig. 4 Relative probability predicted by generalized 
linear models (GLM) (with 95% confidence 
intervals) of footprint locations of Japanese hares 
(Lepus brachyurus) in relation to distance to larch 
(Larix kaempferi) forest at Mt. Fuji, central Japan. 
The continuous vertical lines on the upper side of 
the horizontal axis indicate the observation points 
of the raw data (hares footprints and random 
points). 
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ンノウサギと同属のカンジキウサギ（Lepus americanus、Litvaitis et al. 1985）やオグロジャッ

クウサギ（Lepus californicus、Germano et al. 1983）、ユキウサギ（Lepus timidus、Hewson 1976）

でも知られている。伐採跡地のような下層植生が豊富な場所が食物条件および安全性の両

面において良好な生息環境である点はノウサギ属に共通にみられる特徴かもしれない。 

 本研究の結果は、ノウサギが緩斜面とカラマツ林周辺を選択することを示唆した。知る

限り、本研究は傾斜に応じてノウサギの生息地選択性が異なることを示した初めての例で

ある。ノウサギは体重に対する四肢の雪面への接地面積が大きいため、急峻な地形では滑り

やすいと考えられる。このため、活動しやすい緩斜面を選択した可能性がある。また、カラ

マツは落葉針葉樹であり、常緑針葉樹のシラビソやアカマツの林に比べて林床が明るく、低

木類や草本類などの下層植生が豊富である。そのためカラマツ林周辺を選択的に利用した

と考えられた。林冠が開け、下層植生が豊かな森林でノウサギの生息密度が高いことは秋田

県駒ヶ岳（阿部ほか 2005）や新潟県佐渡島（Shimizu and Shimano 2010）でも報告されてお

り、本研究はこれらの先行研究を支持した。 

 一方、本研究ではアカマツ林、シラビソ林、キツネ、テンの分布とノウサギの生息地利

用の間に有意な関係性がみられなかった。ただし、本研究におけるノウサギの足跡の発見数

は 25 個と少なく、サンプルサイズの小ささから有意差が検出できなった可能性が考えられ

る。今後データをさらに蓄積することにより、詳細を検討していく必要があるだろう。 

 近年ノウサギの生息地の減少が山地帯の森林（矢竹ほか 2003）や里山（山口ほか 2008）、

都市周辺（Saito and Koike 2009）において示唆されており、全国的にも個体数が減少傾向に

あると考えられている（山田 2017）。本研究は、富士北麓山地帯において伐採跡地およびそ

の周辺林縁部が冬季のノウサギの生息環境として重要であることを示唆した。このことか

ら、伐採と植栽の林業サイクルを持続することが、本地域におけるノウサギの保全のために

とても重要であると考えられた。 
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