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１．はじめに 

赤谷の森の森林生態系の特徴やそこに生息するホンドテン（Martes melampus）

が果たしている役割など、森林特性のより踏み込んだ解明に向けて、2005年から

継続してきた「ホンドテンモニタリング」調査も2017年で 13年目を迎えること

になった。2013年からは赤谷プロジェクトのサポーターの有志（通称テンモニ隊）

が、「チーム企画活動」として、このホンドテンモニタリング調査を継続している。 

赤谷プロジェクトの中核３者も、ホンドテンモニタリングの重要性と可能性を

共有し、それぞれの立場と役割のなかで、データの蓄積や活用などに協力してい

くこととしている。 

 

２．本年調査の概況 

本調査は、群馬県みなかみ町を南に流下する赤谷川の源流部地域一帯の国有林

約１万ヘクタールを範囲とする「生物多様性保全地域」で実施されており 2005

年から継続的に実施してきた「小出俣林道」と※「無多子林道」の両地点に、2013

年から新たに旧三国街道地点が追加され、以上の３地点で実施してきた。 

 今年のサンプル総数は151サンプルであった。この内、サルやキツネと思われ

るサンプルは除き、参考に採取しているオコジョはイタチに含めた有効サンプル

数は 146 サンプル。内訳はホンドテン（以下テン）139 サンプル、ホンドイタチ

（以下イタチ）5 サンプルであった。※正式名称は、町道「法師林道」ですが、本報告

書では通称名である「無多子林道」を使用した。 

 

表１．2017年、2016年及び2015年のサンプル数の比較 

  サンプル総数 有効サンプル数 テンのサンプル数 イタチのサンプル数 

2017 年 151 146 139 5 

2016 年 445 420 382 38 

2015 年 275 255 244 11 

 

３．調査の方法及び調査期日 

 調査地域内に設定した小出俣林道、無多子林道、旧三国街道の３地域の調査ル

ートを中心に、中型哺乳類の糞のサンプリング調査を実施した。 

ただし、旧三国街道に関しては新潟県境を含む高標高地に位置しており、冬季

は積雪のためサンプリングが困難であることが想定されているため、12月から 3

月にかけては無理をして入山しないことを基本とした。また、毎年のことである

が、雨や雪のためサンプリングのため入山してもサンプリングできていない調査

日が発生している。 



 

３－１．サンプリング 

 調査対象地域内の調査ルートを踏査し、中型哺乳類の糞を目視にて確認し、場

所や日付を記入したビニール袋に入れ回収した。 

 この際、サンプリング場所のＧＰＳデータを記録した。また、糞の分散状況や

雨による洗脱状況などを調査票に記録し、さらに写真撮影も行った。 

 

３－２．調査期日 

2017年 1月 29日          3月 5、17日 

4月 16日          5月 4、23日 

6月 3、10日         7月 8、9日 

8月 5、19日         9月 3、9日 

10月 8、9日                 11月 3、4日 

12月 2日           

以上、サンプリングを実施した日は延べ19日であった。 

なお、調査時の状況を調査員のメモをもとに整理すると以下のとおりである。

雨、雪、再調査などフィールドの状況が一様ではないことが判る。 

◆1月 22日：無多子林道、新雪の積雪のため途中で中止し、29日に無多子林道再調査。 

◆1月：小出俣林道は、降雪のため調査できず。 

◆2月：小出俣林道・無多子林道とも降雪のため調査できず。 

◆8月 5日：無多子林道の調査、サンプル0。 

◆8月：小出俣林道・旧三国街道は雨のため調査できず。 

◆10月 8日：小出俣林道の調査、サンプル0。 

◆12月 2日：旧三国街道は降雪のため、調査できず。 

 

３－３．分析・データ整理 

 サンプリングした糞サンプルは冷凍庫で保管（いきもの村）し、8月末と12月末

に冷凍状態のまま〔応用生態技術研究所〕に送付があり、解凍、殺菌、乾燥処理し

た後に、乾燥方式で内容物の同定作業を実施した。尚、獣毛サンプルに関してはエ

タノール消毒後、再水洗を行い乾燥標本として保持した。その後、分析・解析作業

を行い、内容物のデータ整理を行った。同定に関して、動物類は主としてこれまで

の解析で蓄積したレファレンス標本を中心に、植物類は図鑑（石川1994；中山ほか 

2000；鈴木ほか 2012）とレファレンス標本を参考にした。［別添データ参照］ 

  



 

 写真1．小出俣林道地点のサンプル 

 

 写真2．無多子林道地点のサンプル 

 

 写真3．旧三国街道地点 

 

糞の落とし主推定の基準 

［推定基準］ 

テ ン：形状や質などから明らかにテンと推定できる糞及び他のイタチの可能性

を排除できる糞 

イタチ：形状や質などから明らかにイタチと推定できる糞 

イタチ?：小型のテン糞の可能性もあるが、積極的にテンと推定できない糞 

あるいは、イタチと推定されるが分解などで形状・質感が不明瞭な糞 

オコジョ?：イタチと推定できる糞のうち、明らかに小型でオコジョの可能性も

推定できる糞 

大きさによる判定：テンの糞は調査地に生息する他の果実食哺乳類（ニホンザ

ル、タヌキ、キツネ、ツキノワグマ）の糞よりはるかに小さいので識別可能であ

り、同じテン属のイタチ（Mustela itatsi）と比較すると 

◇テンの糞の径   10．1±1．5mm 

◇イタチの糞の径  6．5±1．1mm 

であることが分かっているので（辻ら 2011）、これを基準に区別した。 



 

【各調査地点(ルート)の概況】 

【小出俣林道】 

   

   

写真-4．5．6．7．小出俣林道の四季 上左：春  上右：夏  下左：秋  下右：冬  

【無多子林道】 

  

  
写真-8．9．10．11．無多子林道の四季 上左：春  上右：夏  下左：秋  下右：冬  



 

【旧三国街道】 

   

   

写真-12．13．14．15．旧三国街道の四季 上左：夏  上右：初秋  下左：秋  下右：晩秋  

 

■小出俣林道ルート沿いには、試験的に列状伐採した場所があり、ボサボサの藪

状態からは遷移が進み、萌芽した木々は既に 5ｍ前後にまで成長。安定した森林

へと移行している。 

■無多子林道ルート周辺は、10年前は伐採が進行しており、林道沿いには低木が

目立ち、サルナシやヤマブドウなどテンの餌となる植物が多く生育していた。現

在は少し遷移が進み、餌植物の量はやや減少気味である。 

■旧三国街道ルートは新潟県と群馬県にまたがる高標高エリアを縫っており、周

辺は安定したブナ林域となっている。ただし、冬期は雪に覆われてしまうためサ

ンプリングが出来ない状態となる。 

 

４．調査結果及び考察 

４－１．サンプル数の状況及び考察 

 ダブルサンプリング（１つの糞が雨などで複数に分かれたものを個別の糞とし

てサンプリングとしたもの）の他、サルやキツネなどのサンプルを除いた。本年

の有効サンプリング糞数は146サンプル（2016 年の－274サンプル。約35％）で

あった。 内訳は、テン139サンプル（同－243サンプル。約36％。イタチ5サン

プル（同－33サンプル。約13％）であった。詳細は表１参照。 



 

  

図 1．最近 5 年間のサンプル数の経年変動（地点別） 

 

   

  図 2．最近 5 年間のサンプル数の経年変動（総計） 

 

調査年のサンプル数の変動は、一義的には調査対象地に生息するテンおよびイタ

チの生息数の増減に由来すると考えられるが、採餌する植物の開花状況や結実量、餌

動物類の個体数変動などが加わるものと考えられる。また、これらの変動には直接的に

気候変動などが大きなインパクトになっているものと思われる。 

さらには、前出のサンプル時のフィールド状況を見る限り、雪や雨による調査不能と



 

いう事態に加え、調査したにもかかわらずサンプル数がゼロということが複数回生じて

おり特異年であった可能性がある。 

図1及び図2は最近5年間のサンプル数の変動である。2017年は全体に少ないが、

特に無多子林道の少なさは特異である。これまでの経年変化の状態から無多子林道

はかなり不規則な変動を見せる傾向があり、小出俣林道はそれに比べるとやや安定、

旧三国街道は雪による影響が強く冬期の調査ができないがサンプル数は小出俣林

道よりも多いなどが各調査地域の特徴となっている。また、最近の5年間を見る

と年間で多い時と少ない時では約 2.7 倍程の違いを示している。 

しかし、図 2 の総計の表を見ると、2013 年⇒2014 年の増減と 2016 年⇒2017 年の増

減は類似しており、この程度の振幅は自然の増減幅の範囲内とも思われる。 

次に、図3の 2017年の月別サンプル数に注目してみると 

1）2016 年と比較して全体にサンプル数が少ないこと。 

2） 特に 2 月／3 月／4 月がかなり少なく、例年多い秋期も少ない月が続いた。 

などが特徴的である。冬季は雪の影響を受けやすいが、例年だと 3月期および4月期

を含む春季～初夏にサンプル数が増える。これは、1月、2月に雪で覆われ隠れて

いた糞が雪解けと共に表出し、それをサンプリングすることによる見せかけの数

になるのだが、今年はその期間のサンプル数が少ないという特徴が際立っている。

また、今期は表 2 で明らかなように夏期から秋期にかけて長雨や台風の影響をかなり

強く受けていることが判る。 

この夏期の長雨の影響が秋期の植物類の結実に影響を及ぼし、秋期のサンプル

数の少なさに繋がったのではないか予想される。しかし、春期のサンプル数の少

なさの原因は不明である。 

 

  
図 3．2017年 テンの月別サンプル数（n=139） 

 



 

表2．サンプリングに影響を与えた気象状況一覧 

調査日 調査地点 状況 

2017/1/29 無多子林道 積雪、大雪 

2017/3/5 無多子林道 積雪、大雪 

2017/3/17 小出俣林道 積雪、大雪 

2017/6/10 旧三国街道 前夜雨 

2017/7/8 小出俣林道 雨続き 

2017/7/8 無多子林道 雨続き 

2017/7/9 旧三国街道 雨続き 

2017/8/5 無多子林道 雨続き 

2017/8/19 無多子林道 雨続き、大雨 

2017/9/3 旧三国街道 雨続き 

2017/9/9 小出俣林道 雨続き 

2017/9/9 無多子林道 雨続き 

2017/10/8 小出俣林道 台風18号 

2017/11/3 旧三国街道 台風21、22号 
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図4．2016年 テンの月別サンプル数（n=420）参考 

 

 

 

 



 

  

 図5．2017年 各定点調査地点のテンのサンプル数 
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図6．2016年 各定点調査地点のテンのサンプル数 

 

2017 年の各調査地点のサンプル数はいずれの地点も 2016 年に比べ減少してお

り小出俣林道で 78.6％、無多子林道で 24.1％、旧三国街道で 41.1％とそれぞれ

減少している。 

こうした減少傾向が見られた中でも小出俣林道は経年比較での減少幅は低く、

前年と比較しても気象変動で吸収できるほどの差である。無多子林道は逆に 1/4

程に激減しており、確かにここ数年サンプル数がやや減少傾向を示してはいたが、



 

今年は特異な状況を示している。また、旧三国街道もかなり少なくなっているが、

冬期の雪と夏期の雨で調査回数が前年の10回に対し2017年は 6回しか出来てい

ないというサンプリング回数が影響している可能性が高くなっている。各地点の

詳細は地点別解析で行う。 

 

サンプル数の増減は餌となる動植物の変動が大きく関わっていると考えられる

が、現況ではこの餌側の調査はできていない。動物では近郊地での伐採作業とこ

れに伴う裸地の出現がネズミ類、ノウサギ、イノシシ、ニホンジカなどに対する

誘引原因になっていないか？そしてこれらは間接的にテンの餌となる昆虫類や植

物の消長に影響している可能性がある（足立ほか 2016ｂ）。植物では地域的豊

凶や実成りに偏りが発生していないか？などを理由にテン自身が地域移動してい

る可能性が考えられる。もちろん、伐採作業などの人為影響は直接サンプル数に

響いてくることはいうまでもない。しかしこれらを特定することは現況の調査体

制では難しく、丁寧にサンプルデータを積み重ねておくことが肝要である。恐ら

くは、永年の調査の集積により、テンの主な生息環境である森林植生の変動との

関係性が解明されるのではないかと予測している。 

 

図7と図8は月別の採餌頻度を示したものである。2016年は夏期に採餌活動が活発

であり、2017 年は夏期及び 10 月～12 月の植物食への偏りが目立っている。春～初夏

に掛けての植物食が低く、その反動が冬期に表出しており、植物の豊凶や気象影響の

存在が予想される。ただし、縦軸を比較用に誇張してあるので実際には極端に低い。 

 

  

図7．2017年 月別動物食と植物食の採餌頻度（％） 

（傾向を比較するため 2016 年を基準に縦軸を×10 で作図） 
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図8．2016年 月別動物食と植物食の採餌頻度（％） 

 

次に、これらの動・植物の比率（月別出現数の合計を 100％として）から動物と植物へ

の季節的依存傾向を見ると 2017 年 2 月（図 9）の動物食が 0 になっている。2016 年（図

10）と比較すると顕著である。ただし、実数は極端に少ない（動物食は 0%であるが、

100%の植物食も 1）。特徴的な傾向は 6 月以降 9 月まで植物食が増えることと、一年の

内で植物の結実がピークを迎える 10 月、11 月にやや減少している点にある。やはり

2017年は気候の影響を受けた植物の豊凶などが原因と考えられる。しかしながら、これ

までのデータ（2006 年以降のデータ）と比較しても概観的な傾向としてはそれ程大きな

違いでなく、一定の揺れ幅の範囲内と考えられる。 

  

図 9．2017 年  月別動物食と植物食の比率（％） 

 

 



 

  

図 10．2016 年  月別動物食と植物食の比率（％） 

 

 冬期～早夏期は動物食が中心になっている。動物食ではネズミ類やモグラ類が

中心となっている。これは冬期～春期までは結実果実が極めて少ないことに加え

積雪という条件が植物食の採餌に制限を掛けているからである。ただし、数年前

までは冬期でも前年の残り物を採餌している可能性もあったが、近年イチゴ類へ

の採餌頻が減少するという傾向が見られる点である。森林の遷移が進み林縁に生

育するイチゴ類が後退した？ニホンジカなどによる採餌影響でイチゴ類が減少し

た？（足立ほか 2016ｂ）などが考えられる。具体的なデータは取れていないが、

こうした傾向は一過性ではなく継続するため気づいたときには生物多様性の劣化、

生態系の変質を来してしまうという危険性が内包されることに充分注意する必要

がある。 

 例えば、森林の遷移状況は植生調査の経年変化で追跡できるし、ニホンジカの

影響の増加は簡易的にはセンサーカメラによるモニタリングで個体数の増加傾向

が推定される。また、間接的ではあるがノウサギの減少でそれらを推測すること

もできると考えられ、生態系や生物多様性の変質そのものを追跡する必要がある

ものと考えられる。（下線部以降2016年報告書の再掲） 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

４－２．採餌動物類に関して 

 

 

図 11．2017 年 採餌動物類とその出現数 

 

 
図 12．2016 年 採餌動物類とその出現数 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13． 2015 年  採餌動物類とその出現数 

 

2015 年／2016 年／2017 年と三年間を比較すると 2015 年と 2017 年のおおよそ

の類似。もう一つは、2016年のネズミ類の特出である。2017年は平常に戻ったの

であろうか。ネズミ類の動向に関しては後段で検討する。 

昆虫類では甲虫類は夏期に集中し、10月以降はカマドウマが中心となる。西日

本ではバッタ類が多く採餌されるが、赤谷地域では昆虫類の中でもテンの採餌対

象となるのは、枯れ葉などの有機物を採餌するカマドウマが目立って多い。山梨

県乙女高原の調査でも同様の傾向（足立ほか2016ａ）が見られるほか、2017年 8

月のピットホールトラップではシデムシの他、多くのカマドウマがサンプリング

された。恐らく、赤谷地域の調査地周辺には河川をはじめ谷地形が多く、空中湿

が相対的に高く林床型のカマドウマなどの昆虫類が多いためと考えられる。昆虫

類の中のカマドウマの出現比率は 2015 年【58.7%】2016 年【7.0%】に対し 2017

年【32.4%】と特に高率ではないが、全体的に2017年は昆虫類に集中した出現傾

向を見せているため、その相対的な依存はかなり高いと評価される。 

この他、ネズミ類の極端な減少はネズミ類に何らかの変動が発生したとみる方

が妥当であると思われるが、詳細は後段で言及する。 
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   写真16．ピットホールトラップでサンプリングされたカマドウマ（写真上段） 

 

４―３．採餌植物類に関して 

  

  

図 14． 2017 年 採餌植物類とその出現数 

 

 

図 15．2016 年 採餌植物類とその出現数 



 

本年確認された植物種は図 14 に掲載したとおり 7 種（その他は除外）。2005 年以降

の調査で確認された植物種［32 種］の約 21.9%、前年比は 14 種であり 50.0%に止まって

いる。 

植物の場合には豊凶があり、採餌植物類の増減はテンの生息密の増減に直接結び

つくことはないが、絶対的な餌量の変動の影響を受けないということはあり得ないだろう。

行動域の変化は必然的に起こるだろうが、期間や範囲、またこれらからの回復の有無

など、それこそ多様な条件が要因となるだろう。こうした状況を加味しながら概観すると、

前年の 2016 年はブナやミズナラの結実状態が悪くクマ（Ursus thibetanus）の出没数

が増加し、人間がクマに襲われ死傷する事故が例年よりも多く発生していた。漿

果類もそれ程豊作と言うことはなくサルナシを除くとかなり少ない状況であった。

ところが 2017 年はテンの餌となるサクラ類やツルウメモドキなどの果実は不作というよ

り凶作としか考えられず、種数で 1/2。頻度ではサルナシでさえ約 1/2 程に落ち込んで

いる。 

植物は豊凶周期や気温、雨などの条件から、結実状態は年ごとに変動すると考えら

れる。確かに図 14 と図 15 を比較すると採餌植物種の中で毎年レギュラー出現するウワ

ミズザクラとツルウメモドキが 2017 年に全く出現しないという現象が発生している。この

状況は植物側の問題を通り越し、テン自体の生息密の低下を考えなければならない事

態であると考えられる。ただし、数年経過を見る必要があることは言うまでもない。 

また、本調査地域の特徴となっているサルナシへの集中は圧倒的である。確かにサ

ルナシへの依存は全国的な傾向として他地点からも報告されているが、出現頻度はサ

ルナシ 1 種だけで植物食全体の 88%に達しており本調査地域の依存傾向は極端に高

い状態である。 

このサルナシへの強い依存性は、堅果類（ブナやミズナラの果実）が不作の時にクマ

との競合を起こさないのだろうかという疑問がある。事実、何年か前サルナシを食べた

クマの糞を確認したが、一抱えほどのサルナシだけを含む糞であった。特に、テンが強

い依存性を示すサルナシに関しては「豊凶」「種子散布」「種生態」など未解明の問題

がある。解明には、小出俣林道沿いの沢筋のサルナシの群生地は調査可能適地とな

るであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４－４．各調査地域の状況及び考察 

１）小出俣林道地点 

■サンプル数 

 

図 16． 2017 年  小出俣林道月別サンプル数（ｎ＝33） 
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図 17． 2016 年  小出俣林道月別サンプル数（ｎ＝42） 

 

 2017 年（図 16）は明らかに冬期の一山型。2016 年（図 17）は春期と初夏季の二山

型。参考の 2015 年（図 18）では春期～初夏期と秋～冬期の二山型。全国的な傾向

を見ると一般的には 2015 年型を示すのが普通である。これは北関東地域の特徴で、

春期は雪によって隠れていた糞がサンプリングされることと、春～初夏はイチゴ類や

サクラ類など植物類が採餌され、冬期は実りの時期で赤谷地域ではサルナシが集中



 

して採餌されるというパターンが普通である。夏期は昆虫類に集中するがサンプル

数はやや少なく概観すると 2015 年のような二山型を示す。しかし、2017 年は冬期の

サルナシ以外は全くこうした傾向を示さず、それ以上にサンプル数が極端に少ない

のが目立つ。2017 年 12 月のサンプルの内容は大型哺乳類 1／サルナシ 18／アズ

キナシ 5 となっており、全てにサルナシが含まれる状況である。図 16 からは 2017 年

は極端にサンプル数が少ないという特異年ではなかったかという結果である。 
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図 18． 参考：2015 年  小出俣林道月別サンプル数（ｎ＝58） 

 

■採餌動物類 

  

図 19． 2017 年  小出俣林道地点の採餌動物類のサンプル数（ｎ＝33） 

 



 

 

図 20． 2016 年  小出俣林道地点の採餌動物類のサンプル数（n=42） 

 

図 19 の 2017 年と図 20 の 2016 年のデータを比較するとカテゴリーが 6：10 と 60％に止まっ

ている点は特徴的である。特に、2016年 11サンプル出現したヤチネズミ類が全く確認されてな

いこと。さらに、12 サンプル出現したノネズミ類がわずか 2 サンプルに止まっている点はかなり

特異だと思われる。テンにとってネズミ類は採餌動物類の中では中心的な動物群であり、ネズミ

類の生息密度がテンの生息密度に影響を及ぼす可能性さえありうる。そのネズミ類のサンプル

数がわずか【2】サンプルに止まっているということは、2017 年テンはこの地域からほぼ姿を消し

たと評価しても差し支えない状況である。また、ノウサギもテンの主要な餌動物であるがこちらは

【0】サンプルである。2016年はネズミ類が 2015年と比較して約 2倍に増えた年であり、ノウサギ

ももともと多くはなく 2016 年は 2 サンプルしかなく決して高い依存性を示しているわけではな

い。 

しかしながら、動物類のサンプルが年間全体で【11】サンプルというのは異常な状態であると

言わざるを得なく、動物類全体の生息密度が低下するという現象が起きた可能性を否定できな

い。問題はこの現象が継続するのか、どこかで戻ってくるのかということで、これらも見据えた上

で今後のモニタリング調査が重要になってくるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■採餌植物類 

  

図 21．2017 年  小出俣林道地点の採餌植物類のサンプル数（n=33） 

  

  

図 22．2016 年  小出俣林道地点の採餌植物類のサンプル数（n=42） 

  

もともと小出俣林道地点は採餌植物類の出現数が非常に少ない地域である。2013

年＝4 種、2014 年＝8 種、2015 年＝5 種、2016 年 6 種、そして 2017 年 2 種。図 21 か

ら 2016 年と比較すると種数で 1/3、サンプル数で約 2 倍、つまり、データをこのまま読

むとテンは冬期に限って小出俣林道地域に集中、移動してきたのではないかということ

であり、季節的な行動域の変動が起こっているのではないかという推論である。  

 これまでの報告書でも指摘したが小出俣林道地点の特徴は、樹林域が安定しており、



 

遷移初期の漿果を提供する草本類が限られていることである。また、同地域は全体に

急傾斜地であり雪による崩落地が発生しやすく生育する植物が限られていること、平坦

地にはスギやカラマツなど人工林が広がっており漿果類を結実させる樹木や林床植物

が制限されているなどの条件が影響していると考えられる。 

しかしながら、本調査地点は林道と平行して渓流環境が存在し、遷移の進んだ自然

林となっている。テンの中心的な採餌植物であるサルナシに限ってはこの渓流沿いに

広く群落を形成している。加えて、これらを採餌するテンはこの渓流沿いに糞をすること

が判明しており（以前の渓流調査データ参照）、通常の調査地点である林道沿いに糞

はあまりしていないと判断される。これらのことから、小出俣地域のサンプル数の少なさ

をもってテンにとっての自然環境の質を判断すると誤ってしまう恐れがあり、数年に一

でもよいので秋期に渓流調査を実施すると全体としての評価が補完できると思われる。 

 

２）無多子林道地点 

■サンプル数 

 

図 23． 2017 年  無多子林道月別サンプル数（ｎ＝48） 

  

 無多子林道月別サンプル数の2017年の特徴の一点目は、多い月でも10サンプル以

内の少数安定型となっている点である。通常は 図 18（2015 年小出俣林道月別サンプ

ル数）、及び次葉の図 24（2016 年 無多子林道月別サンプル数）のような年二山型に

なる。（詳細は p-19 参照） 

原因は採餌動植物の生息や結実状況に変動が発生したことに起因したと考える他

ない。詳しくは採餌動物及び採餌植物の項で考察する。 
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図 24． 2016 年  無多子林道月別サンプル数（ｎ＝199） 

 

もう一点は、図 25 の経年変動の推移から見る限り 2017 年は前年に比べて約 1/4 と

少なく、ここ最近で少なかった 2015 年に比べても約 1/2 程度となっている。2017 年の

サンプル数は全体の合計が 2016 年度の 11 月一ヶ月分と同数にしか満たないという状

況である。やはり前項で述べたように植物や動物群の生育・生息状況の揺らぎなどに

加え天候不順によるサンプリング機会の減少が大きく影響しているのであろう。 

 

 

図 25． 無多子林道のサンプル数の経年変動 

 

 

 



 

■採餌動物類 

  

図 26． 2017 年  無多子林道地点の採餌動物類のサンプル数（n=48） 

 

 

図 27． 2016 年  無多子林道地点の採餌動物類のサンプル数（n=199） 

 

 ２０１７年の採餌動物類はカテゴリーで約 64％、サンプル数で約 22％減少、小出俣林

道のカテゴリーで約 60％、サンプル数で約 23％減少とほぼ同様の減少傾向を見せて

いる。小出俣林道とはネズミ類やノウサギ、サンプル数などで違いはあるものの減少傾

向が同様ということは地点毎の事情ではなく、赤谷地域全域で採餌動物群に変動が発

生した疑いがある。つまり、テン自体の生息密度が低下したか、もしくは動物類全体の



 

生息密度の減少が起きている可能性が考えられる。しかし、前にも述べたように雪や雨

のために糞が消失したことやサンプリング回数が少なかったことが影響していることも考

えられ早計な結論は避けるが、この現象は充分に注視しなければならない。以下にテ

ンの重要な餌動物であるネズミ類に焦点を当ててこの傾向を検討してみる。 

 

 
図 28．2007～2017 年の無多子林道地点のネズミ類の出現頻度数 

 

図 28 に無多子林道地点のネズミ類の経年変化をグラフにした。2009 年から 2010 年

を除くと、全体に増減を隔年で繰り返している様子が見られる。増減幅はやや不規則で

あるが、俯瞰的に見ればおおよそ隔年の増減推移と評価することができる変動である。

本年の出現頻度は前年の 2016 年と比較すると急激な減少をしているが、傾向としては

2008 年、2011 年同様の状態であり、テンや動物類全体の生息密度の減少まで想定す

る必要は無いのかも知れない。とはいうものの気に掛かる現象である。 

詳細に関しては、ネズミ類側の生息状況の調査が必要になるが、糞分析による長期

モニタリングでの解析も合わせて考えるとテンとネズミ類のシンクロ関係。または、マス

ティング的（植物でいう豊凶現象）な側面が明らかになるのではないかと期待される。 

 

■採餌植物類 

その他の果実類を除くと 2016 年 10 種 124 サンプル、2017 年 5 種 25 サンプル、種

数で1/2、サンプル数で約1/5に止まっている。小出俣林道地点と比べると種数の減少

は同じなのだが、サンプル数は逆に減っている。小出俣林道はサンプル数がサルナシ

に集中して多かった（2016 年【3】⇒2017 年【24】）が、無多子林道では激減（2016 年

【87】⇒2017 年【19】）。 

先ず採餌植物種では、サルナシ以外は 1～2 サンプルとほぼ偶然的である。しかも、



 

サルナシでさえ 19 サンプルというのはこれまでの同地域では最低レベルの少なさであ

る（図 29）。ここ数年減少傾向にあったが、2016 年に一旦増えたものの再度減少してい

る。 

 

図 29．無多子林道地点のサルナシの出現頻度 

 

図 29 で明らかなように無多子林道地域のテンは餌植物としてのサルナシに多大に

依存していることが判る。無多子林道地点は小出俣林道地点と違い、一部に雪崩を引

き起こす急傾斜地があるものの、全体に谷は浅く河川氾濫原や若齢植林地、伐採跡地

などが存在し採餌植物は全体的に多い地点であるはずである。しかし、2013 年～2015

年までサンプリング数の減少傾向が見られた。仮に、この地域のサルナシの生育条件

に何らかのマイナス要因が加っているとしたら、テンの生息密度はさらに少なくなること

が予想される。この現象はモニタリングでしっかり追跡しなくてはならない要点である。 

 

  

図 29． 2017 年  無多子林道地点の採餌植物類のサンプル数（n=48） 



 

 なお、採餌植物類の種類数の減少傾向も認められるが、ウワミズザクラやツルウメモドキなど年

による豊凶がある植物に関しては、単年度での評価は難しいが、長期のデータ集積で解析の糸口

が掴めるかも知れない。 
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図 30． 2016 年  無多子林道地点の採餌植物類のサンプル数（n=199） 

 

３）旧三国街道地点 

■サンプル数 

 

 

図 31．旧三国街道サンプル数の経年推移 

 

 旧三国街道地域は他地域より標高が高く、積雪の影響を直接受けるエリアである。2016 年

12月～3月、2017年12月～4月はこの理由によりサンプリング出来ていない。にもかかわらず、



 

全体のサンプル数は三地点の中では最も多い（図 5）。また、図 31の本調査地点のサンプル数

の推移は全体の推移（図 2）に類似しており、赤谷地域のテンの採餌状況を良く反映している。

これは旧三国街道の樹林環境が安定しており、採餌動植物が安定して供給されている証では

ないかと考えられる。 

 

 
図 32． 2017 年  旧三国街道 月別サンプル数（ｎ＝58） 

 

 

図 33． 2016 年  旧三国街道 月別サンプル数（ｎ＝141） 

 

そして、月別のサンプル数の変動は数こそ違っているが、他地点とは異なり、初夏多く、夏に

一旦低くなり、秋に向けて増えるという型は 2016 年と同様の型を示しており、このパターンは全

国各地の採餌パターンとも類似しており、採餌環境（採餌動植物の供給）が安定していることの



 

査証ではないかと考えられる。図 17 の小出俣林道、図 33 の無多子林道と比較すれば一目瞭

然である。ただし、2017年は全体にサンプル数が少ないという特徴は全調査地点と同様の傾向

になっている。  

 

■採餌動物類 

2017 年ネズミ類 12 サンプル、前年の 2016 年の約 1/6 である。この 2016 年はネズミ

類が採餌動物の中心的なカテゴリーとなった年である。2017 年のネズミ類１２サンプル

と比較すると圧倒的である。テンの採餌動物類の中でネズミ類の重要性は前掲したと

おりである。 

本調査で採用している頻度法ではネズミ類の【１】と昆虫類の【１】が同等に扱われる。

当然ウエイトには違いがあるため、図 35 に 2013 年からのネズミ類の採餌頻度をグラフ

に表現した。2013 年に限ってノネズミ類（ヒメネズミやアカネズミなど）とヤチネズミ類（ハ

タネズミやスミスネズミなど）に差があるが他の年はほぼ同等になっている。ネズミは時

として急激に個体数を増やすことがあり２０１６年はややそうした傾向が見られた。しかし、

ハタネズミなどは桁が違うほどの生息密度になる場合があり、この２０１６年もそうした事

例から見れば、通常の増減と思われる。しかしながら問題は、実際のネズミ類の生息密

度がテンの採餌にどの程度反映されるかということであり、今後の課題となる。 

また、2016 年のネズミ類の増加と 2017 年の減少は、テンがネズミ類の天敵として機

能していることを示している現象ではないかと思われ、注目される現象となっている。 

 

 

図 34． 2017 年  旧三国街道地点の採餌動物類のサンプル数（n=58） 

 



 

 

図 35．旧三国街道地点のネズミ類の出現頻度 

 

 

図 36． 2016 年  旧三国街道地点の採餌動物類のサンプル数（n=141） 

 

■採餌植物類 

2017年は 3種 25サンプル。2016年に比べると種数で3/10。サンプル数で5/9

に止まっている。しかも25サンプルの内の約92％はサルナシであり、ほぼサル

ナシのみとみても差し支えない。この構成は図21．2017年の小出俣林道地点の採

餌植物類のグラフ（サルナシ約89％）と、図29．2017年の無多子林道地点の採

餌植物類のグラフ(サルナシ約76％)と同様である。つまり、2017年は全地点とも

サルナシ以外には採餌に足る植物類がなかったということであろうか。天候など



 

の問題があったことは確かであろう。サルナシは平年よりも不作。テンの採餌植

物となる他の植物群も凶作という状況下にあったと思われる。ここ数年の赤谷地

域の傾向としては採餌可能植物群の不作による影響が出ていると考えられる。 

ここ数年の採餌傾向から赤谷地域のテンの採餌は「動物類への依存傾向が強い」こ

と、そして「植物の豊凶によりテンが季節移動をしている可能性」が考えられる。今後共

データを蓄積し、これまで蓄積してきたデータと比較しながら検討を加えていきたい。 

 

 
図 3７． 201７年  旧三国街道地点の採餌植物類のサンプル数（n=58） 

 

図 38． 2016 年  旧三国街道地点の採餌植物類のサンプル数（n=141） 



 

４－５． イタチの調査結果 

2017 年のサンプル数は小出俣林道 0 サンプル、無多子林道 2 サンプル、旧三国街

道 3 サンプル。全体で 5 サンプルであった。なお、2017 年はイタチ類のオゴジョなどの

糞はサンプリングされていないので、全てをイタチ（Mustela itatsi）として扱った。 

 

イタチの 2017 年の採餌内容 

◆小出俣林道：0 サンプル  

◆無多子林道：2 サンプル  

動物類＝2 サンプル 植物類＝0 サンプル  

◆旧三国街道：3 サンプル  

動物類＝3 サンプル 植物類＝0 サンプル  

 

 

図 39． 2013 年～2017 年  イタチのサンプリング数の経年変化 

 

 イタチの採餌動向はサンプル数が少なく 2017 年全体で 5 サンプルということもあり、

やや不確定的な側面を有するが、経年的な変化を見る限り図 2 のテンの変動とおおよ

そ類似している。ただし、テンのサンプルが少なかった 2014 年はイタチが多いことや、

やや減少した 2015 年、2017 年には極端に少ないといった傾向が見られている。もとも



 

と生息密度はテンよりかなり低いと思われるので、採餌動物類の状態に大きく左右され

ると思われるが、図 28 の無多子地点のネズミ類の増減に同調しているかというとどちら

とも言えない状況を呈しており、例え同様なネズミ類の生息数（密度）が提供されたとし

ても、それぞれの反応は同じにはならないということであろう。 

テンはこれまでの研究から、動物類も植物類もその時期やその地域で入手出来るも

のを採餌するというオールラウンダー的な雑食傾向を示す動物である。これに対しイタ

チはかなり動物食側に傾くという採餌傾向を有している。従って、テンの増減理由がそ

のままイタチには適用されないということであり、同時に何らかの種間関係（例えばテン

の増加によりイタチの生息が制限される）が働くことも予想される。 

餌動物の増減と餌植物類の豊凶は、テンやイタチが生息する森を理解する上で重

要なことだと思われる。今後共、餌としての動・植物の情報の整理も重要になってくると

思われる。 

 

５．まとめ 

 本年は全体にサンプル数が少なく、前年の約 35%であった。これらは、多雪や多雨とい 

う気象的な要因から植物の結実が影響を受けたと予測できるが、中には凶作と思える状 

態の植物種があり、全く確認されない植物種も多く見られた。しかし、これ程の不作は異 

常事態と思われる。一方、動物類ではネズミ類が約 13％と極端に減少した。こうした減少 

幅はテン自体の生息密度の低下を考えなければならない事態であると考えられる。 

 植物類の不作という状況はレベルこそ低いものの必然的にサルナシに集中し、「サルナ 

シ」への依存傾向がより強く表出した年でもあった。このサルナシに関してはテン 

との関係において「豊凶」「種子散布」「種生態」などの解明が待たれる。 

 さらに、本年のテンの生息状況は、植物類の不凶やネズミ類の減少などの状況から、 

「テンの生息密度が減少」または、「テンの季節移動の可能性」を考える必要があるという 

状況が提示されたと認識せざるを得ない。 

 また、一昨年はテンの採餌サンプルにネズミ類が多かったにもかかわらず、イタチのサ

ンプル数は増えないという現象が確認されたが、本年はテン、イタチ共にサンプル数は少

なかった。 

 

調査地点ごとの特徴は以下のとおりである。 

◆小出俣林道 

・全サンプル数 33 サンプル。2013 年以降、全調査地点でこれまでで最低を記録。 

・テン自体がこの地域から激減？ 

◆無多子林道 

・2016 年一旦サンプル数が増えたが、2017 年は前年比で激減！ 

・ネズミ類が前年比で 1/9 レベルに激減。 



 

  ・サルナシへの依存は高まるが、前年比で約 22%の低レベル。 

◆旧三国街道 

・ネズミ類が激減、前年比で約 16%程度。 

・採餌動物類に対する植物類の比率約 23％。動物食への偏り顕著。 
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