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１．はじめに 

２００５年の調査開始以降、２０１３年度までホンドテンの糞の採集は、赤谷

プロジェクト・サポーター（以下、「サポーター」という）が中心になって実施さ

れ（延べ調査日数４０４日、採取サンプル数４、１９８）、サポーターとの協働の

実例として突出した成果を上げている。これは本調査が誰もが参加出来る簡易な

モニタリングであり、四季折々の赤谷の森を散策しながら生息生育する動植物の

くらしを体感できること、未知の事柄への探求に取り組みながら赤谷プロジェク

トに貢献できることといった大きな魅力があるためであろう。この活動実績から、

人と自然とのつながりについて考えるきっかけや、赤谷プロジェクトの理念や取

組への理解、また、普及・啓発に重要かつ効果的な取組となっている。これまで

に、赤谷に生息するホンドテン（以下「テン」という）の採餌動植物や季節変動

が明らかにされてきた。赤谷の森の森林生態系の特徴やホンドテンが果たしてい

る役割などより踏み込んだ解明に向けて、２０１４年４月から、引き続きサポー

ターの有志（通称テンモニ隊）が、「チーム企画活動」（「赤谷プロジェクト・サポ

ーター要項」を参照）として、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．本年度調査の概況 

本調査は、群馬県みなかみ町を南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」で実施されておりこれまで実

施してきた「小出俣林道」と「無多子林道」の両地点は継続とし、新たに三国街

道地点を追加。ブナ林域の基礎データの蓄積を目的に2013年度から始められてい

る。 

 今年度のサンプル総数は272サンプル。この中からダブルカウント、サルやキ

ツネなどを除いた有効サンプル数は264サンプル。内訳はテン196サンプル、ホ

ンドイタチ（以下イタチ）68サンプル、ただし、このサンプルの中にはオコジョ

と思われる８サンプルが含まれるが、現況の分類法では判別が難しいためイタチ

類として解析し、バックデータでは「オゴジョ？」として整理した。 

 

表１．2014年度のサンプル数の概要 

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 

272 264 196 68 
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３．調査の方法及び調査期日 

 調査地域内に設定した無多子沢林道、小出俣林道、三国街道の３地域のメイン

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、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。さらに、本年度は雨による

影響を多大に受けサンプリングのため入山しても全く調査にならなかった月が発

生した。 

 

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、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記録し、さらに写真撮影も行った。 

 

３－２．調査期日 

2014年 1月 18、25日        2月 1日 

3月 29日          4月 6、11、12、29日 

5月 11、25、30日      6月 21日 

7月 12、13、27日      8月 2、5、30日 

9月 6、7、29日       10月 4、26日 

11月 2、8、18日       12月 雪のため調査不能 

以上、延べ26日サンプリング調査を実施した。 

 

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）され、12月末に冷

凍状態のまま〔応用生態技術研究所〕に送付され、解凍、一部殺菌、乾燥処理さ

れた後に、乾式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。［別添データ参照］  

糞の落とし主推定の基準 

これまでテンを中心に解析を行ってきたが、今回からオコジョの糞も解析を試 

みることにした。現状でサンプル数が少ないため、分類が確定的にできる段階に 

なく「？」マークを付すことにした。データが蓄積され、外形で同定可能になれ 

ば本年度のデータも見直し、再解析が要求されるものと考える。なお、本年度に 

関しては「イタチ？」はこれまで通りイタチとして解析に加え、「オコジョ？」 
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のサンプルも便宜上「イタチ」として集計した。今後の取り扱いに関しては検討 

を要する事案となる。 

［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類の可

能性を排除できる糞   

 イタチ：形状や質等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 

 

   
写真１．2014年度のサンプリングされた資料 

  （解析終了後乾燥標本として保持されている状態） 
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４．調査結果 

４－１．サンプル数 

 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

度の調査でサンプリングされた有効糞数は２６４サンプルであった。 内訳は、テ

ン１９６サンプル。イタチ68サンプルである。表１参照。 
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図２．2014年度 テンの月別サンプル数（n=196） 
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図３．[参考2013年度] テンの月別サンプル数（n=392） 
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図４．2014年度 各定点調査地点のテンのサンプル数 

 

 

図５．[参考2013年度] 各定点調査地点のテンのサンプル数 

 

 図２、図３から2013年度と比較すると本年度のサンプル数は約１/２。しかも、 

1月から9月（8月は除く）まで６～２１サンプルと少ないサンプリング数で推移 

している。確かに雪や雨によってサンプル数が少ないと思われるが、天候の特異 

年と考えるほかない状況である。 

例年だと冬季は雪などの影響で少ないが、春季～初夏まで多くなり、夏季少な 

く、秋季から増えるというパターンが通常の型であり、2013年度のパターンが標 
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準的になる。後段で内容物については検討するが、単に雨による影響が強く出た 

サンプル数であれば問題はないと考える。 

一方、各調査地点のサンプル数は全体に少ないことを除けば、傾向としては同 

様の状態となっている。従って、本年度もし何らかの特異性があったとしても赤

谷地域全域で発生しており、地域的な特異性ではないと考えられる。 

 

 

  

 図６．2014年度 月別動物食と植物食の採餌頻度 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 

図７．月別動物食と植物食の採餌頻度 [参考 2013 年度] 

 

 

 



8 

 

 

 図８． 2014 年度  月別動物食と植物食の比率（％） 
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図９．月別動物食と植物食の比率（％）[参考 2013年度] 

 

図６に各月ごとのサンプルを動物食と植物食の採餌頻度で、図８にそれを比率

に換算して提示した。１２月はサンプル数が０であったので割愛した。図６と

2013年度の図７の比較から、植物はおおよそ平年並みであったが、動物類が極端

に少なかったことが判明した。 

一方、動植物の比率をみると３月までは植物が多く、４月～９月に動物類が優 

占し、１０月以降は例年と同様植物類が増えるという傾向を示し、時期のずれは

あるものの2013年度とほぼ同様の傾向を見せている。 
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３－３．採餌動物類に関して 

 

図１０． 2014 年度  採餌動物類とその出現数 

 

ネズミ類の優占は本調査地域の特徴の一つである。ネズミ類はノネズミ類（ア

カネズミ、ヒメネズミなど）とヤチネズミ類（ハタネズミ、トウホクヤチネズミ

など）に分けてあるが合わせると[６８]であり、昆虫類などの[４４]を超え、特

出している。頻度法による数字であることを考えると動物類では、ネズミ類への

絶対的な依存傾向を示している。 

2013年度はシカ、カモシカ、イノシシなどの大型哺乳類の採餌が目立っていた

が、本年度は数例に止まっており、ここ数年目立っていたのが落ち着いている。 

また、ノウサギ、モグラ類、鳥類、両生・爬虫類などへの依存も低い状態である

が、特に小出俣林道で極端に低い状況が発生しており、個別の地点別の項で詳し

く述べるが、何らかの理由が存在している可能性が予想される。 
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３－４．採餌植物類に関して 

 

図１１．2014年度 採餌植物類とその出現数 

 

本年度確認された植物種は図１１に掲載したとおり１３種。2005 年以降の調査で確認 

された植物種［32 種］のおおよそ 40．6％程度にとどまっている。このことは継続調査地で 

ある小出俣林道地点と無多子林道地点に元々採餌植物種が少なかったことに加え、 

新規に加わった三国街道地点が高標高地点にありテンの採餌対象植物種が多くな 

いという状況による。また、植物の場合には豊凶があり、本年度の秋季はブナやミズ 

ナラの結実状況が悪かったという報告はあるが、漿果類植物に関しては特に目立った豊 

凶があったという報告はない。 

サルナシが他を圧して優占する状況は変わらず、続いてツルウメモドキが多いという状 

況も本調査地域の特徴である。昨年は珍しくアズキナシが各調査地点で確認されていた

が、本年は無多子林道で１例のみの確認に止まっている。いずれにしろ３調査地点の合

計でサルナシ、ツルウメモドキ以外は 10 例に満たないという状況は、ほぼ前記の２種に偏

って依存している状況を示している。 

 

 

 

 



11 

 

３－５．各調査地域の状況 

小出俣林道地点 

■サンプル数 

本年度最も天候に左右された調査地点である。2013 年度のサンプリング状況と比 

較するとサンプル数で９１（2013）：２９（2014）と約 1/3 に、実際に現地に行ったにもか 

かわらずサンプリング出来なかった月が 6 ｹ月に及んでいる。 しかし一方では、8 月 

にサンプル数がやや多いという結果が得られている。例年少なくなる夏季に多いと 

いう状況とともに、６月０サンプル、７月１サンプル、９月０サンプルとなっており、全体 

に例年と比較すると変動が大きすぎ検討は難しい状況である。 

 

  

 図１２． 2014 年度  小出俣林道月別サンプル数（ｎ＝29） 

 

■採餌動物類 

最も目立つのは昆虫類で、8 月に甲虫類とカマドウマが集中的にサンプリングされ 

ている。甲虫類は例年この季節に多いが、カマドウマは年中幼虫や成虫が見られる昆 

虫である。テンの採餌状況では例年だと昆虫類が少なくなる秋季に増える傾向があ 

る。 

また、2013年度はイノシシ【１１】 カモシカ【６】 ニホンジカ【１】と大型哺乳類が特に 

目立っていたが、2014 年度ニホンジカが【１】サンプルのみとなっている。サンプル数 

が 1/3 とは言え、イノシシでは０になっている。センサーカメラデータなどを見ないと 

断言はできないが、イノシシが減っているのではないだろうか。生息個体数が減少し 

たのか、本調査地からの移動などによって減ったように見えているのかは判らないが、 

この減少のしかたは本調査地域の環境に何らかの変動があったことの表出ではない 

かと思われる。 
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図１３． 2014 年度  小出俣林道地点の採餌動物類のサンプル数 

 

 ■採餌植物類 

  図１４のとおり、採餌植物類の出現頻度は非常に少なく、１年間の合計が 8種、18サ 

ンプルである。この小出俣林道地点は例年でも採餌植物の出現頻度は全調査地の中 

でも少なく、2013 年度も採餌植物はカスミザクラ、サルナシ、アズキナシ、マメガキの 

4 種のみであった。サンプル数も本年度同様多くない。 

本調査地点は林道と平行して渓流環境が存在し、自然林となっている。しかし、他地 

点（無多子林道、以前の雨見林道など）と比較すると、樹林の遷移が進んでおり、テン 

の餌となる漿果類が少ないという特性があり、採餌可能植物の種類が限られていると考 

えられる。 

 

  

 図１４． 2014 年度  小出俣林道地点の採餌植物類のサンプル数 

 

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。雪による崩落地が発生しても急傾斜地で生育する植物 
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が限られていたり、現況で出現するスギ林の伐採地も全体からすると面積が限られてい 

るなどの条件が影響していると考えられる。一方、動物類は本年度に限りネズミ類と昆 

虫類が目立って多いが、これはサンプル時期の偏りによるものと考えられる。 

 

無多子林道地点 

 ■サンプル数 

  本年度のサンプル数は１２７サンプル。12 月雪でサンプリングできなかった月を除き 

雪上からもコンスタントにサンプリングできている。しかし、2013 年度は 205 サンプルだ 

ったので、それでも 62%程度となっている。最も顕著なのは 3 月期で 2013 年度は、この 

一月で 55 サンプル、2014 年度は 8 サンプルであり、約 7 倍の差が出ている。2013 年 

度はネズミ類、ノウサギ、大型獣など動物類が優占しており、内容物としては例年どおり 

であるがサンプル数が飛び抜けて多いという特異性を見せていた。2014年度は内容的 

には同様であるが採餌植物のオオウラジロノキ、ツルウメモドキが含まれ、動物類が極 

めて貧弱になっている。なお、10 月、11 月はほぼ前年度並みの状況を示している。 

 

  

図１５． 2014 年度  無多子林道月別サンプル数（ｎ＝１２７） 

 

■採餌動物類 

  2013年度と比べサンプル数が少ないのにも関わらず、ネズミ類（ノネズミ類＋ヤチネ 

ズミ類）が 39 サンプルに上っている。特に 5 月～10 月まで連続して出現している。ネズ 

ミ類は環境が安定すると生息個体数が低いレベルで安定するとされている。このことか 

ら考えると、無多子林道地域の環境の不安定さの査証ではないかと考えられる。ただ 

し、不安定な状況下では、ネズミ類自身が不安定な生息状況を見せるため、テンの採 

餌状況とシンクロしているかどうかなどの詳細に関しては、ネズミ類側の生息状況の調 

査が必要になる。参考に、表２に無多子林道地点のネズミ類の 2006 年以降の経年変 

化を掲載した。 
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表２． 2006～2014 年度の無多子林道地点のネズミ類の出現サンプル数 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

134 44 9 14 36 10 45 25 39 

 

これによるとやはり不安定な状況をみせており、このデータからはネズミ類自体の不 

安定さが表出していると判断される。 

 尚、両生・爬虫類が他地点に比べて多いが、今年はヘビ類が多く確認されている。 

 

  

図１６． 2014 年度  無多子林道地点の採餌動物類のサンプル数 

 

■採餌植物類 

  サルナシが特出し、ツルウメモドキが次いで多く、この 2 種で約 80%を占めている。 

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はあるが、一般に谷は浅く 

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が基本的に多い地点で 

はある。しかし、本年度の採餌植物類はそれ程バラエティーに富んでいるとは言いが 

たく、サルナシの特出が例年同様の特色を見せているにすぎない。恐らく本調査地点 

は植物遷移的時間経過とともに、採餌内容が次第に変動していく地域ではないかと推 

察される。 
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 図１７． 2014 年度  無多子林道地点の採餌植物類のサンプル数 

 

三国街道地点 

■サンプル数 

  三地点の中では１２月から３月までは雪のためサンプリングができない地点であるにもかか

わらず、小出俣林道地点の２９サンプルより多く、無多子の１２７サンプルには劣るものの４０サ

ンプル採集されている。しかも６月を除きほぼ安定しているという特徴がある。これは採餌傾向

の特性によるものと考えられる。特に、本調査地域の特徴は植物採餌が極端に少ないという点

にあり、年間を通していつでも手に入る動物類に依存していることによるものと考えられる。詳

細は次項を参照。 

 

 

図１８． 2014 年度  三国街道 月別サンプル数（ｎ＝４０） 
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■採餌動物類 

 無多子地点と同様の傾向を示しており、そのまま解釈すると無多子同様の環境の不安定さの 

表出が認められることになる。しかしながら本調査地点はブナ林が広がる地域で、人為圧も低 

い場所である。こうした地域では森林が極相に近づき、漿果を付ける草本類が制限されるなど 

採餌植物が極端に少なくなるため、結果的に動物類に依存するしかない状況が発生する場所 

である。従って、通年生息するネズミ類に対して強い依存傾向を示す結果となる。しかし、このこ 

とは一方では、テンがネズミ類の天敵として同地域の生態系保全のために機能していることをも 

意味しており、三国街道地域または赤谷の生態系の一つの典型とみることが可能である。 

 

 

 図１９． 2014 年度  三国街道地点の採餌動物類のサンプル数 

 

■採餌植物類 

 図２０によると、サルナシがわずかに採餌されているのみで、植物類には依存 

していない状態が見られる。前項で述べたように、生息地域の場に採餌可能な植 

物類が存在しないという条件の下では、ほぼ肉食系の動物と同様な採餌スタイル 

を取るしかなく、赤谷地域の中ではこの三国街道地域がテンにそうした状況を強 

いていると思われる。これもテンのような採餌に関して幅広いキャパシティーを 

内包している動物だからこその現象であり、食性幅が狭い動物では、生息分布域 

自体に制限が掛かり、環境選択性を示し偏在するということになる。 

こうした意味から、テンは幅広い食性を発揮し、かなり広い環境に適応する能

力を持つことになる。そしてそのことから採餌傾向を観察することによってテン

が感受する生息環境そのものへのアプローチが可能になってくる。 
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図２０． 2014 年度  三国街道地点の採餌植物類のサンプル数 

 

 この三国街道地点は 2013 年度からサンプリングを始めた地点である。新潟県

と群馬県を結ぶ旧道（旧三国街道）で、県境の三国峠を横断して山塊を縫うよ

うに走っている。一帯はミズナラ、トチノキなどを含むブナ林を中心に落葉広

葉樹林が広がっている。こうした遷移の進んだ環境下でテンがどんな採餌状況

を見せるか、今後のデータの集積が楽しみである。  

 

 

イタチ類の調査結果 

２０１３年度報告書でも一部イタチのデータを提出したが、今後も同所的に生息し採餌傾向、

交尾、子育てなど生態的に近いと思われるイタチのデータも報告していく。生態的な近似種を

見ることで採餌傾向の違いなどから赤谷地域の全体的な環境状況を判断するのに役立つの

ではと考える。 

 

■サンプル数 

 イタチ類のサンプル数を図４と比較すると三国街道の特出ぶりがよく判る。オゴジョ

のサンプルが８サンプル入っているとしても、高標高地で発達した落葉広葉樹林域と

いうのがイタチにとって好条件なのか、その他どのような条件があるのかは今後のデ

ータ蓄積と解析に掛かっている。 
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 図２１． 2014 年度  イタチ類のサンプリング数（三国街道はオコジョのサンプルを含む） 

 

図２２によると、各地点でテンとイタチのサンプル数の比率が、イタチを基準におおよ

そ小出俣林道１２％、無多子林道１８％、三国街道４７％となっており、２種間の「競合」

ないし「混生」的な関係の存在がうかがわれる。 

一般的に河川環境に近いエリアにイタチが、森林環境にテンが主に生息すると言わ

れているが天敵関係や餌資源の存在、もちろん近似種では餌の競合は直接的な利害

関係として影響し合うはずである。これらのテーマは今後の課題として、当分はデータ

の蓄積に努めることとしたい。 

 

 

図２２． 2014 年度  各調査地点のテンとイタチのサンプル数比較 
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■採餌動物類 

全体的に一見テンの採餌状況に類似している。しかし、調査地点ごとに特徴があり、 

  ・小出俣林道：両生類ではカエル類が主に採餌されている。 

  ・無多子林道：ノネズミ類と昆虫類（夏季の甲虫類）に集中する傾向が強い。 

  ・三国街道  ：同所的に生息するテンと類似した採餌傾向を見せている。 

つまり、三国街道のイタチの採餌状況がテンの 3 地点を会わせた型に類似する傾向

を決定付けているということができる。このことは、小出俣林道、無多子林道では競合

するテンに少し押さえられた感じが出ているのではと考えられる。いずれにしても、三

国街道のイタチ（オゴジョを含む）の採餌状況はテンに似ており、３地点の違いが何に

由来するのか今後の調査に期待したい。 

 

 図２３． 2014 年度  ３地点のイタチの採餌動物類のサンプル数 

 

■採餌植物類 

 図２４から三国街道を除くと、植物類への依存はほとんど無い状況が見られる。 

  ・小出俣林道：カスミザクラ１例のみ 

  ・無多子林道：サルナシ４例のみ 

  ・三国街道  ：サルナシ３例を除き他の５種はいずれも１例のみ 

今回の調査からは「イタチは肉食動物である」という結論が導き出されそうだが、テンと 

比較すると、強い肉食傾向を示すという状態ではないかと考えられるが、赤谷地域では 
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この傾向が強く出る特徴が有るのではないかと思われる。問題は何故そうした傾向が 

あるのかということであり、生息環境のどの要因が効いているのかがテーマとなってく 

る。本調査の中心はあくまでもテンであるが、イタチと会わせて考えると、テンの生態も 

より鮮明にクローズアップしてくるのではないかと考えられる。今後の展開が期待され 

る。 

 

 図２４． ３2014 年度  地点のイタチの採餌植物類のサンプル数 

 

     

写真：テン同様イタチにも強い嗜好性が    写真：イタチも食べるウワミズザクラ 

認められるサルナシ 
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４．まとめ 

  本年は本調査の根幹をなす重要なサンプリング調査が天候の影響を強く受けたため、

やや特異年的なデータとなった。しかし、調査地点ごとの特徴は表出しており、 

◆小出俣林道：採餌植物類の生育状況の反映。 

◆無多子林道：時間経過と共に採餌植物に変動が起きる可能性。 

◆三国街道：ブナ林帯に適応した採餌状況 

そして、イタチ類の解析から 

   ◆イタチ類はやや強い肉食傾向が見られ、三国街道地域に生息するテンの生息

状況に類似した採餌パターンを示す。 

などの状況が把握できた。今後とも、より赤谷地域の自然環境の理解のために役立つ

情報の蓄積に努めたいと思う。 
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添付資料：2013年度／2014年度ホンドテンモニタリングデータ解析結果（１）　
場　所 採取年月日 No. 推定種別 ノネズミ類 ヤチネズミ類 ウサギ モグラ類 大型哺乳類 その他の哺乳類 鳥類

両生・爬虫
類

その他動物 昆 虫 類・小動物類 魚介類 ヤマザクラ カスミザクラ クワ コウゾ
モミジイ

チゴ
クマイチ

ゴ
ニガイチ

ゴ
不明キイ
チゴ類

クマヤナギ
ウワミズザ

クラ
ヤマボウシ マタタビ サルナシ ヤマブドウ ウラジロノキ アズキナシ

オオウラジロ
ノキ

マメガキ
ツルウメモド

キ
キブシ

ケンポナ
シ

ミズキ エゾエノキ アオハダ ウド ムシカリ カキ 穀類 リンゴ その他の果実類 そ　の　他 混入 備考

小出俣林道 2013/3/9 1 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 イノシシ毛滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 2 テン 兎毛骨滓白 雪上

小出俣林道 2013/3/9 3 テン 毛Ⅰ黒灰 イノシシ剛毛滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 4 テン 毛Ⅰ灰骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 5 テン 毛Ⅰ灰骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 6 テン 羽骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 7 テン イノシシ毛骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 8 イタチ カモシカ毛滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 9 テン カモシカ毛骨滓 コンクリ上

小出俣林道 2013/3/9 10 イタチ? カモシカ毛皮滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 11A テン カモシカ毛骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 11B テン 羽骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/9 12 テン イノシシ毛，
カモシカ毛滓

翅薄茶 雪上

小出俣林道 2013/3/23 1 テン 骨滓

小出俣林道 2013/3/23 2 テン カマドウマ，バッタ，甲虫茶 分解

小出俣林道 2013/3/23 3 テン 毛Ⅰ黒灰 イノシシ毛滓

小出俣林道 2013/3/23 4 テン イノシシ毛?滓 古，痕跡

小出俣林道 2013/3/23 5 テン 毛Ⅰ灰骨滓 ハチ

小出俣林道 2013/3/23 6 テン 鱗滓

小出俣林道 2013/3/23 7 テン イノシシ毛 不明短毛灰骨滓 バッタ緑

小出俣林道 2013/3/23 8 テン 毛Ⅰ灰滓 イノシシ毛滓 羽

小出俣林道 2013/3/23 9 イタチ? 骨滓

小出俣林道 2013/3/23 10 テン イノシシ毛滓

小出俣林道 2013/3/23 11 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 カモシカ毛

小出俣林道 2013/3/23 12A テン 毛Ⅰ灰骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/23 12B テン 毛Ⅰ灰骨滓 不明滓赤茶 雪上

小出俣林道 2013/3/23 12C テン 毛Ⅰ灰骨滓 雪上

小出俣林道 2013/3/23 12D テン 毛Ⅰ灰骨滓 不明毛ヒゲ状 雪上

小出俣林道 2013/3/23 12E テン 毛Ⅰ灰骨滓 不明滓赤茶 雪上

小出俣林道 2013/3/23 13 テン 骨 甲虫緑 不明滓赤茶 大型

小出俣林道 2013/3/23 14 テン 兎毛滓 洗脱

小出俣林道 2013/4/12 1 テン イノシシ毛滓

小出俣林道 2013/4/12 2 テン イノシシ毛 不明滓赤茶粘質 新

小出俣林道 2013/4/12 3 テン 兎毛白滓 新 大型

小出俣林道 2013/4/12 4 テン カモシカ毛滓 骨小 ハナムグリ，内翅黒

小出俣林道 2013/4/12 5 テン 羽骨滓

小出俣林道 2013/4/12 6 テン 兎毛白滓 大型

小出俣林道 2013/4/12 7 テン 兎毛滓

小出俣林道 2013/4/12 8 テン カモシカ毛白滓

小出俣林道 2013/4/12 9 テン 種果皮 古

小出俣林道 2013/5/19 1 テン 鱗骨滓 部分

小出俣林道 2013/5/19 2 テン 骨滓 小型

小出俣林道 2013/5/19 3 テン 骨滓 甲虫幼虫 部分

小出俣林道 2013/5/19 4 イタチ 骨滓 不明滓黒

小出俣林道 2013/5/19 5 テン 骨滓 甲虫幼虫 洗脱

小出俣林道 2013/5/19 6 テン カニ 不明滓赤茶

小出俣林道 2013/5/19 7 テン 骨滓

小出俣林道 2013/5/19 8 イタチ 骨滓

小出俣林道 2013/5/19 10 テン 骨大滓粘質

小出俣林道 2013/5/19 11 テン 不明滓黄茶皮状

小出俣林道 2013/5/19 12 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓

小出俣林道 2013/5/19 13 テン 毛Ⅰ黒骨滓 毛Ⅲ黒茶骨滓

小出俣林道 2013/5/19 14 イタチ 骨 不明滓黒

小出俣林道 2013/6/30 1 テン 骨 昆虫薄茶 種1果皮 流失，痕跡

小出俣林道 2013/6/30 2 テン 甲虫黒 種46果皮

小出俣林道 2013/6/30 3 テン 種16果皮

小出俣林道 2013/7/6 1 テン 種28果皮

小出俣林道 2013/7/6 2 テン 甲虫黒 種34果皮

小出俣林道 2013/7/6 3 テン 甲虫黒 種27果皮

小出俣林道 2013/7/6 4 テン 羽骨滓 丸太上

小出俣林道 2013/7/6 5 イタチ? 羽滓 甲虫茶 洗脱

小出俣林道 2013/7/20 1 テン 羽骨滓 分解

小出俣林道 2013/7/20 2 テン 蜂の巣，ハチ

小出俣林道 2013/7/20 3 不明 甲虫黒，甲虫茶 痕跡

小出俣林道 2013/7/20 4 テン 羽骨滓 洗脱

小出俣林道 2013/8/17 4 テン 兎毛骨滓 古

小出俣林道 2013/9/21 1 イタチ? 骨滓 分解

小出俣林道 2013/9/21 2 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/10/12 1 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/11/2 1 テン 種果皮果肉 新

小出俣林道 2013/11/2 2 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/11/2 3 テン 種果皮果肉 洗脱

小出俣林道 2013/11/2 4 テン 種果皮果肉 分解

小出俣林道 2013/11/2 5 テン 種果皮果肉 分解

小出俣林道 2013/11/2 6 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/11/2 7 テン 羽骨滓 バッタ 甘柿果皮果肉 大型

小出俣林道 2013/11/2 8 テン バッタ 甘柿果皮果肉

小出俣林道 2013/11/24 1 テン 骨 種果皮果肉

小出俣林道 2013/11/24 2 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 種果皮果肉 果皮果肉

小出俣林道 2013/11/24 3 テン 果皮果肉種

小出俣林道 2013/11/24 4 テン 環白・足 果皮 痕跡

小出俣林道 2013/11/24 5 テン 果皮果肉種 分解

小出俣林道 2013/11/24 6 テン 種果皮果肉 新?

小出俣林道 2013/11/24 7 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 1 テン イノシシ毛 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 2 テン 果皮果肉 新 小型

小出俣林道 2013/12/7 3A テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 3B テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 4A テン 羽骨 種果皮果肉 洗脱

小出俣林道 2013/12/7 4B テン 種果皮果肉 洗脱

小出俣林道 2013/12/7 5 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 6 テン 種 果皮渋 小型

小出俣林道 2013/12/7 7 テン 果皮渋

小出俣林道 2013/12/7 8 テン 骨 種果皮果肉 大型

小出俣林道 2013/12/7 9 テン 種果皮果肉 新

小出俣林道 2013/12/7 10 テン 長毛黒白滓 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 11 テン 種果皮果肉 新

小出俣林道 2013/12/7 12 テン 種果皮果肉

小出俣林道 2013/12/7 13 テン 羽骨滓 果皮果肉種 分解，大型

小出俣林道 2013/12/7 14 テン 毛Ⅰ黒滓 種果皮果肉

糞の形状
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無田子村道 2013/2/2 1 イタチ? 不明滓赤茶固結 雪上

無田子村道 2013/2/2 2 テン 果皮果肉 雪上

無田子村道 2013/2/2 3 テン 翅薄茶 果皮果肉 雪上

無田子村道 2013/2/2 4 テン 果皮果肉 雪上

無田子村道 2013/3/10 1A イタチ? シカ毛 不明滓赤茶 小型 雪上

無田子村道 2013/3/10 1B テン 果皮果肉 雪上

無田子村道 2013/3/10 2A テン 剛毛1 鶏羽骨大滓白 雪上

無田子村道 2013/3/10 2B イタチ? 不明皮 雪上

無田子村道 2013/3/10 3A テン 羽大骨滓 大型 雪上

無田子村道 2013/3/10 3B テン 翅薄茶 不明滓灰茶 雪上

無田子村道 2013/3/10 3C テン カモシカ毛稀 紙，不明滓灰 雪上

無田子村道 2013/3/10 3D テン 兎毛滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 3E テン カモシカ毛 果皮渋 小型 雪上

無田子村道 2013/3/10 4 テン 鶏骨大滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 5A テン 羽大黒骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 5B テン 翅薄茶 果皮 雪上

無田子村道 2013/3/10 5C テン 羽鱗滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 5D テン 昆虫薄茶 不明滓灰茶 雪上

無田子村道 2013/3/10 5E テン 毛Ⅲ灰 鱗大骨滓 小型 雪上

無田子村道 2013/3/10 6 テン 果皮 雪上

無田子村道 2013/3/10 7A テン カモシカ毛 毛Ⅱ銀黒骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 7B テン 果皮渋 雪上

無田子村道 2013/3/10 7C イタチ? 不明滓黒粘質固結 雪上

無田子村道 2013/3/10 8 テン 兎毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 9 テン 毛Ⅲ黒 カモシカ毛 木屑 雪上

無田子村道 2013/3/10 10A テン 毛Ⅰ銀滓 兎毛灰白骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 10B テン 翅薄茶 不明滓灰茶 小型 雪上

無田子村道 2013/3/10 10C イタチ? 羽 昆虫黒 種1 不明滓灰粘質 雪上

無田子村道 2013/3/10 11 テン 果皮 雪上

無田子村道 2013/3/10 12 イタチ 卵殻 不明滓黒 雪上

無田子村道 2013/3/10 13 テン 皮 不明滓灰茶 雪上

無田子村道 2013/3/10 14 テン 毛Ⅲ黒茶骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 16A テン 兎毛骨滓 洗脱 雪上

無田子村道 2013/3/10 16B テン 兎毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/10 16C テン カモシカ毛滓 新 雪上

無田子村道 2013/3/10 17 イタチ カモシカ毛 不明滓灰粘質 雪上

無田子村道 2013/3/10 18 テン カニ 不明滓赤茶 雪上

無田子村道 2013/3/24 1A テン 毛Ⅰ銀滓 毛Ⅰ黒骨滓 昆虫黒 雪上

無田子村道 2013/3/24 1B テン 毛Ⅰ黒骨滓 カモシカ毛骨滓 昆虫茶

無田子村道 2013/3/24 2 イタチ? カモシカ毛 果皮

無田子村道 2013/3/24 3A テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/3/24 3 テン 草屑，不明滓灰

無田子村道 2013/3/24 4A テン 骨粉 雪上

無田子村道 2013/3/24 4B テン 足小薄茶 小型 雪上

無田子村道 2013/3/24 4C テン 毛Ⅰ灰滓 種種依 古 雪上

無田子村道 2013/3/24 5 テン 毛Ⅰ灰骨滓 骨粉 雪上

無田子村道 2013/3/24 6 テン 兎毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 7 テン カモシカ毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 8 テン 毛Ⅰ黒骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 9 イタチ? 兎毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 10 イタチ? 兎毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 11 テン カモシカ毛 果皮果肉 雪上

無田子村道 2013/3/24 12 テン 翅薄茶 不明滓赤茶

無田子村道 2013/3/24 13 イタチ? 鱗 不明滓黒 古

無田子村道 2013/3/24 15 テン 不明穀類破砕 不明滓灰 古，小型

無田子村道 2013/3/24 16 テン 兎毛白骨滓 種

無田子村道 2013/3/24 17 テン 骨 ハチ 種 不明滓赤茶 古

無田子村道 2013/3/24 18 テン 種果肉 小型

無田子村道 2013/3/24 20A テン 草屑，不明滓灰 雪上

無田子村道 2013/3/24 20B イタチ? 毛Ⅲ灰茶骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 20C テン 毛Ⅲ黒茶骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 21 テン 兎毛骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 22 テン 卵殻 不明滓赤茶粘質 分解 雪上

無田子村道 2013/3/24 23A テン 果皮 分解 雪上

無田子村道 2013/3/24 23B テン 種果肉 雪上

無田子村道 2013/3/24 24 テン 毛Ⅲ稀骨滓 雪上

無田子村道 2013/3/24 25 イタチ 不明滓黒粘質固結 雪上

無田子村道 2013/3/24 26 テン 不明滓赤茶 小型 雪上

無田子村道 2013/3/24 27 テン 卵殻 不明滓赤茶 小型 雪上

無田子村道 2013/3/24 28 テン 果皮 雪上

無田子村道 2013/3/24 29 テン 毛Ⅰ黒骨滓 カモシカ毛骨滓 小型 雪上

無田子村道 2013/4/12 2 テン 毛Ⅰ黒灰骨 兎毛灰白 分解

無田子村道 2013/4/12 3 テン カモシカ毛 分解

無田子村道 2013/4/12 4 テン 毛Ⅰ黒灰 兎毛黒白 種種依 分解

無田子村道 2013/4/12 5A テン 種果皮 種種依果皮 洗脱

無田子村道 2013/4/12 5B テン 毛Ⅰ黒 痕跡

無田子村道 2013/4/12 7 イタチ 骨 不明滓黒

無田子村道 2013/4/12 8A テン 骨大滓

無田子村道 2013/4/12 8B テン イノシシ毛骨滓

無田子村道 2013/4/12 9 テン 毛Ⅰ黒骨滓

無田子村道 2013/4/12 10 テン 毛Ⅰ灰骨滓 毛Ⅲ短黒骨滓 長毛白 羽

無田子村道 2013/4/12 11 テン 羽滓 分解

無田子村道 2013/4/12 12 イタチ? 毛Ⅰ黒骨滓 細

無田子村道 2013/4/12 13 イタチ? 毛Ⅰ黒骨滓 分解

無田子村道 2013/5/18 1 テン 毛Ⅰ短灰骨滓 新

無田子村道 2013/5/18 2 イタチ 毛Ⅰ黒骨 不明滓黒固結

無田子村道 2013/5/18 3 イタチ? 鱗大茶 不明滓黒固結 潰れ

無田子村道 2013/5/18 4 イタチ? 骨滓赤茶 小型

無田子村道 2013/5/18 5 テン 骨滓

無田子村道 2013/5/18 6 イタチ? 毛Ⅰ黒 不明滓黒固結 潰れ

無田子村道 2013/5/18 7 テン 鱗骨滓 洗脱

無田子村道 2013/5/18 8 テン 毛Ⅰ黒灰滓 分解

無田子村道 2013/5/18 9A テン 骨滓 甲虫黒

無田子村道 2013/5/18 9B テン 毛Ⅰ灰骨滓 部分

無田子村道 2013/5/18 10 テン 毛Ⅲ黒茶骨滓 分解

無田子村道 2013/5/18 11 イタチ? 毛Ⅰ黒骨滓固結

無田子村道 2013/5/18 12 テン 羽骨滓

無田子村道 2013/5/18 13 イタチ 兎毛滓

無田子村道 2013/5/18 14 テン 骨滓

無田子村道 2013/5/18 15 テン 不明滓赤茶固結

無田子村道 2013/5/18 17 テン 毛Ⅰ黒歯 分解

無田子村道 2013/5/18 18 テン 毛Ⅰ短黒滓 洗脱

無田子村道 2013/5/18 19 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓

無田子村道 2013/5/18 20 イタチ 羽骨滓

無田子村道 2013/5/18 21 テン 毛Ⅰ黒骨滓 毛Ⅲ黒尾骨滓

無田子村道 2013/6/2 2 テン セミ幼虫 不明滓灰茶

無田子村道 2013/6/2 3 イタチ 骨滓

無田子村道 2013/6/2 4 テン 鉤爪 骨滓 甲虫黒

無田子村道 2013/6/2 5 テン セミ幼虫 不明滓灰茶 小型

無田子村道 2013/6/2 6 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓

無田子村道 2013/6/2 7 イタチ 骨滓

無田子村道 2013/6/2 8 イタチ 骨滓

無田子村道 2013/6/2 9 テン 毛Ⅰ黒骨 骨滓

無田子村道 2013/6/2 10 テン 毛Ⅰ銀歯骨滓 分散?

無田子村道 2013/6/2 11 テン 骨滓 セミ幼虫

無田子村道 2013/6/2 12 テン 骨滓

無田子村道 2013/6/2 13 テン 毛Ⅲ黒歯骨滓 鱗大骨滓

無田子村道 2013/6/2 14 イタチ 骨滓

無田子村道 2013/6/2 15 イタチ 不明滓黒

無田子村道 2013/6/2 16 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓

無田子村道 2013/6/2 17 テン 兎毛灰白骨滓 骨滓 大型

無田子村道 2013/6/2 18A イタチ 鶏骨滓 不明滓赤茶 下痢状

無田子村道 2013/6/2 18B テン 鶏骨滓 セミ幼虫 洗脱

無田子村道 2013/6/2 19 テン セミ幼虫，甲虫黒 不明滓赤茶

無田子村道 2013/6/2 20 テン 毛Ⅰ黒骨滓 洗脱

無田子村道 2013/6/2 21 テン 羽骨滓 洗脱

無田子村道 2013/7/7 1 テン セミ幼虫 不明滓赤茶

無田子村道 2013/7/7 2 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓

無田子村道 2013/7/13 1 テン 蜂の巣，ハチ黄 不明滓茶

無田子村道 2013/7/13 2 テン 羽骨滓，卵殻 甲虫黒 不明滓灰茶

糞の形状



添付資料：2013年度／2014年度ホンドテンモニタリングデータ解析結果（３）　
場　所 採取年月日 No. 推定種別 ノネズミ類 ヤチネズミ類 ウサギ モグラ類 大型哺乳類 その他の哺乳類 鳥類

両生・爬虫
類

その他動物 昆 虫 類・小動物類 魚介類 ヤマザクラ カスミザクラ クワ コウゾ
モミジイ

チゴ
クマイチ

ゴ
ニガイチ

ゴ
不明キイ
チゴ類

クマヤナギ
ウワミズザ

クラ
ヤマボウシ マタタビ サルナシ ヤマブドウ ウラジロノキ アズキナシ

オオウラジロ
ノキ

マメガキ
ツルウメモド

キ
キブシ

ケンポナ
シ

ミズキ エゾエノキ アオハダ ウド ムシカリ カキ 穀類 リンゴ その他の果実類 そ　の　他 混入 備考

無田子村道 2013/7/13 3 テン 羽骨滓 洗脱

無田子村道 2013/7/13 4 イタチ 不明滓黒粘質固結

無田子村道 2013/7/13 7 テン 羽骨滓 種花序 洗脱，大型

無田子村道 2013/7/13 8 テン 毛Ⅰ黒骨 毛Ⅲ灰茶骨滓 セミ幼虫 洗脱

無田子村道 2013/7/13 9 テン 毛Ⅱ銀黒骨滓 細

無田子村道 2013/7/13 10 テン 兎毛骨滓 流下漂着

無田子村道 2013/7/13 11 テン 兎毛骨滓 流下漂着

無田子村道 2013/7/13 12 テン 兎毛骨滓 流下漂着

無田子村道 2013/7/13 13 テン 不明滓灰茶

無田子村道 2013/7/13 14 テン 兎毛骨滓 小型

無田子村道 2013/8/4 1 テン 骨 甲虫藍色，カマドウマ 不明滓灰茶 洗脱

無田子村道 2013/8/4 2 イタチ 骨滓 新

無田子村道 2013/8/4 3 イタチ 昆虫薄茶 不明滓黒 新

無田子村道 2013/8/4 4 テン 蜂の巣，ハチ 果皮 分解

無田子村道 2013/8/4 5 テン 羽骨滓 カマドウマ黒

無田子村道 2013/8/4 6 イタチ 骨 カマドウマ 不明滓黒

無田子村道 2013/8/4 7 テン 毛Ⅰ黒骨滓 兎毛灰白滓 甲虫黒 分解

無田子村道 2013/8/4 8 イタチ 骨滓 甲虫黒 分解

無田子村道 2013/8/4 9 テン 甲虫黒，蜂の巣 不明滓茶

無田子村道 2013/8/4 10 イタチ 骨滓

無田子村道 2013/8/4 11 テン 毛Ⅲ灰茶骨滓 洗脱

無田子村道 2013/8/25 1 テン 甲虫緑 果皮 痕跡

無田子村道 2013/8/25 2 イタチ バッタ 種果皮

無田子村道 2013/8/25 3 テン 甲虫緑，甲虫黒，バッタ，環白 不明滓灰 洗脱

無田子村道 2013/8/25 4 イタチ? 甲虫黒，甲虫赤茶，環白 洗脱

無田子村道 2013/8/25 5 イタチ? 甲虫黒 不明滓灰茶

無田子村道 2013/8/25 6 テン 兎毛薄茶 分解

無田子村道 2013/8/25 7 テン カマドウマ黒 不明滓赤茶 新

無田子村道 2013/9/14 1 テン 種果肉 洗脱

無田子村道 2013/9/14 2 テン 種果皮 分解

無田子村道 2013/9/14 3 イタチ? 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/9/14 4 テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/9/14 5 イタチ? 不明滓灰，不明粒固結

無田子村道 2013/9/21 1 イタチ 毛Ⅰ灰滓 種果皮果肉

無田子村道 2013/9/21 2 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/9/21 3 イタチ 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/6 1 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/10/6 2 テン 羽 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/6 3 テン 種果皮 潰れ

無田子村道 2013/10/6 4 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/10/6 5 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/10/6 6 テン 毛Ⅰ黒灰歯爪骨滓 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/6 7 テン 兎毛骨滓 洗脱

無田子村道 2013/10/6 8 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/6 9 テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/10/6 10 テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/10/6 11 イタチ? 毛Ⅰ灰骨滓

無田子村道 2013/10/6 12 テン 種果皮果肉 潰れ

無田子村道 2013/10/6 13 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/6 14 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/10/12 1 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/12 2 テン 種果皮果肉 新?

無田子村道 2013/10/12 3 イタチ 毛Ⅰ短灰骨滓 分解

無田子村道 2013/10/12 4 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/12 5 テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/10/12 6A テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/10/12 6B テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/10/12 6C テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/12 7 テン 種果皮果肉 大型

無田子村道 2013/10/12 8 テン 種果皮果肉 種8果皮 洗脱

無田子村道 2013/10/12 9 テン 種 洗脱

無田子村道 2013/10/12 10 テン 果皮

無田子村道 2013/10/12 11 テン 果皮 痕跡

無田子村道 2013/10/12 12 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/10/12 13 テン 不明骨 種果皮果肉

無田子村道 2013/10/12 14 テン 種果皮

無田子村道 2013/10/12 15 テン 骨 ハチ 種果皮果肉

無田子村道 2013/11/2 1 テン 種10果皮

無田子村道 2013/11/2 2 テン 種10果皮

無田子村道 2013/11/2 3 テン 種12果皮

無田子村道 2013/11/2 4 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/11/2 5 イタチ 果肉 痕跡

無田子村道 2013/11/2 6 イタチ 種果肉

無田子村道 2013/11/2 7 テン 種果肉

無田子村道 2013/11/2 8 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/11/23 1 不明 甲虫黒 不明滓灰茶 痕跡

無田子村道 2013/11/23 2A イタチ 種果肉

無田子村道 2013/11/23 2B テン 種果肉 種2

無田子村道 2013/11/23 3 テン 種果皮果肉 果皮果肉種 新 大型

無田子村道 2013/11/23 4A テン 果皮果肉種

無田子村道 2013/11/23 4B テン 羽滓白 洗脱

無田子村道 2013/11/23 5 テン 羽骨滓 分解

無田子村道 2013/11/23 6 テン 種果皮果肉 種1 果皮果肉種 洗脱

無田子村道 2013/11/23 7 テン 種果皮 梨?果皮種，生ゴミ?

無田子村道 2013/11/23 8 テン 果皮 痕跡

無田子村道 2013/11/23 9 イタチ? 種2 痕跡

無田子村道 2013/11/23 10 テン 果皮果肉種 痕跡

無田子村道 2013/11/23 11 テン 果皮果肉種

無田子村道 2013/11/23 12 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/11/23 13 テン 種果皮果肉 新

無田子村道 2013/11/23 14 テン 果皮果肉種 洗脱

無田子村道 2013/11/23 15 テン 果皮果肉種 痕跡

無田子村道 2013/11/23 16 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/11/23 17 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/12/7 1 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓 不明毛ヒゲ状 新

無田子村道 2013/12/7 2 テン 種果皮果肉 痕跡

無田子村道 2013/12/7 3 テン 羽 カマドウマ黒 種果皮果肉 果皮果肉種 洗脱

無田子村道 2013/12/7 5 テン 種果皮 部分

無田子村道 2013/12/7 6 テン 果皮果肉種

無田子村道 2013/12/7 7 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/12/7 8 テン 果皮果肉種

無田子村道 2013/12/7 9 テン 果皮果肉種

無田子村道 2013/12/7 10 テン 甲虫黒 果皮果肉種

無田子村道 2013/12/7 11 テン 果皮果肉種 洗脱

無田子村道 2013/12/7 12 テン 果皮果肉種 部分?

無田子村道 2013/12/7 13 テン 果皮果肉種

無田子村道 2013/12/7 14 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/12/7 15 テン 羽滓白 種果皮果肉

無田子村道 2013/12/7 16 テン 羽骨滓 種果皮果肉 流失

無田子村道 2013/12/7 17 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/12/7 18 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/12/7 19 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/12/7 20 テン 種果皮果肉 古

無田子村道 2013/12/7 21 テン 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/12/7 22A テン 魚骨 種果皮果肉

無田子村道 2013/12/7 22B テン 種果皮果肉 種27果皮

無田子村道 2013/12/7 23 テン 種果皮果肉

無田子村道 2013/12/7 24 テン 種果皮果肉 種2 洗脱

無田子村道 2013/12/7 25 テン 種果皮果肉 種5 溶出

無田子村道 2013/12/7 26 テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/12/7 27 テン 陸貝 種果皮果肉 果皮 種3果皮 分解

無田子村道 2013/12/7 28 テン 不明骨 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/12/7 29A テン 種9果皮 分解

無田子村道 2013/12/7 29B テン 種果皮果肉 分解

無田子村道 2013/12/7 30 テン 種果皮果肉 果実16

無田子村道 2013/12/7 31 テン 種果皮 流失

無田子村道 2013/12/7 32 テン 羽 種果皮果肉 流失

無田子村道 2013/12/7 33A テン 不明骨 種果皮果肉 洗脱

無田子村道 2013/12/7 33B テン 不明骨 種果皮果肉

糞の形状



添付資料：2013年度／2014年度ホンドテンモニタリングデータ解析結果（４）　
場　所 採取年月日 No. 推定種別 ノネズミ類 ヤチネズミ類 ウサギ モグラ類 大型哺乳類 その他の哺乳類 鳥類

両生・爬虫
類

その他動物 昆 虫 類・小動物類 魚介類 ヤマザクラ カスミザクラ クワ コウゾ
モミジイ

チゴ
クマイチ

ゴ
ニガイチ

ゴ
不明キイ
チゴ類

クマヤナギ
ウワミズザ

クラ
ヤマボウシ マタタビ サルナシ ヤマブドウ ウラジロノキ アズキナシ

オオウラジロ
ノキ

マメガキ
ツルウメモド

キ
キブシ

ケンポナ
シ

ミズキ エゾエノキ アオハダ ウド ムシカリ カキ 穀類 リンゴ その他の果実類 そ　の　他 混入 備考

三国街道 2013/4/13 1A イタチ? 不明滓赤茶固結

三国街道 2013/4/13 1B テン 毛Ⅰ短灰骨滓 甲虫黒，バッタ

三国街道 2013/4/13 2 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓 洗脱

三国街道 2013/4/13 3 テン 羽骨滓 種種依 小型，古

三国街道 2013/4/13 4 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 毛Ⅲ黒 部分

三国街道 2013/4/13 5 テン 不明滓灰 洗脱 苔上

三国街道 2013/4/13 6 テン 毛Ⅱ黒黄骨大滓 木屑 小型

三国街道 2013/4/13 7 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓

三国街道 2013/4/13 8 イタチ? 毛Ⅰ黒灰骨滓 雪上

三国街道 2013/4/13 9 イタチ 毛Ⅰ黒滓 小型

三国街道 2013/4/13 10 イタチ 毛Ⅰ黒滓 洗脱

三国街道 2013/4/13 11 イタチ? 羽 昆虫赤茶 不明滓赤茶 小型

三国街道 2013/4/13 12 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓

三国街道 2013/4/13 13 テン 毛Ⅰ黒骨滓 痕跡

三国街道 2013/4/13 14 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 卵殻 カマドウマ

三国街道 2013/4/13 15 テン 毛Ⅰ黒灰歯骨滓

三国街道 2013/4/13 16 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 毛Ⅲ黒 カモシカ毛 不明滓小片状

三国街道 2013/4/13 17A イタチ?

三国街道 2013/4/13 17B イタチ? 羽 ハチ黒白 分解

三国街道 2013/4/13 17C イタチ? 毛Ⅰ黒灰骨滓 小型

三国街道 2013/4/13 18 テン 毛Ⅰ黒骨滓 洗脱

三国街道 2013/4/13 19 テン 毛Ⅲ黒骨滓 不明滓小片状

三国街道 2013/4/13 20 テン 毛Ⅰ黒骨滓 羽骨 洗脱

三国街道 2013/4/13 22 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2013/4/13 23 テン 不明滓灰茶繊維状

三国街道 2013/4/13 24 テン 毛Ⅰ黒灰歯骨滓

三国街道 2013/4/13 25 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓

三国街道 2013/4/13 26A テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 不明滓小片状

三国街道 2013/4/13 26B テン 毛Ⅰ黒骨滓 不明滓赤茶

三国街道 2013/4/13 27 テン 毛Ⅰ黒骨滓 流失

三国街道 2013/4/13 28 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓 分解

三国街道 2013/4/13 29 テン 毛Ⅰ黒骨滓 鱗 種種依 分解

三国街道 2013/4/13 30A テン 毛Ⅰ黒骨滓 羽 洗脱

三国街道 2013/4/13 30B テン 毛Ⅰ黒骨滓 洗脱

三国街道 2013/4/13 31 テン 毛Ⅰ黒骨滓 丸太上

三国街道 2013/4/13 32 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 洗脱

三国街道 2013/5/5 1 イタチ? 毛Ⅰ黒骨

三国街道 2013/5/5 2 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 羽

三国街道 2013/5/5 3 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 不明滓赤茶

三国街道 2013/5/5 4 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 洗脱，小型

三国街道 2013/5/5 5 イタチ? 毛Ⅰ黒骨滓

三国街道 2013/5/5 6 オコジョ? 毛Ⅰ黒骨滓 小型

三国街道 2013/5/5 7 テン 毛Ⅰ灰骨滓 毛Ⅰ黒骨滓 洗脱

三国街道 2013/5/5 8 テン 毛Ⅰ黒稀爪 毛Ⅲ黒歯骨滓 羽 洗脱

三国街道 2013/5/5 9 テン 毛Ⅰ黒骨滓

三国街道 2013/5/5 10 テン 毛Ⅰ黒骨滓 洗脱

三国街道 2013/5/5 11 イタチ 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2013/5/5 12A テン 毛Ⅰ黒骨滓

三国街道 2013/5/5 12B テン 毛Ⅰ黒骨滓 分解

三国街道 2013/5/5 12C テン 毛Ⅰ黒 イノシシ毛滓 洗脱

三国街道 2013/5/5 13 テン 毛Ⅰ黒骨滓

三国街道 2013/5/5 14 テン 羽骨滓 洗脱

三国街道 2013/5/5 15 テン 毛Ⅰ短灰骨滓 ガマズミsp種2

三国街道 2013/5/5 16 イタチ? 骨 不明滓黒

三国街道 2013/5/5 17 テン 短軟毛焦茶骨滓

三国街道 2013/5/5 18A イタチ? 毛Ⅰ黒骨 不明滓赤茶

三国街道 2013/5/5 18B イタチ? 骨 昆虫薄茶 不明滓灰茶

三国街道 2013/5/5 18C イタチ? 不明骨 不明滓赤茶固結 小型

三国街道 2013/5/5 19 テン 兎毛白骨滓 新

三国街道 2013/5/5 20 テン 毛Ⅲ黒歯骨滓 分解

三国街道 2013/5/5 21A テン 兎毛白骨 鱗大 分解

三国街道 2013/5/5 21B テン 骨滓 ゴム皮

三国街道 2013/5/5 22 イタチ? 毛Ⅰ黒灰骨 分解

三国街道 2013/5/5 23 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓 洗脱

三国街道 2013/5/11 1 イタチ? 骨 不明滓黒粘質固結 小型

三国街道 2013/6/2 1 イタチ? 骨滓

三国街道 2013/6/2 3 テン 骨滓 新

三国街道 2013/6/2 4 テン 骨滓 新

三国街道 2013/6/2 5 イタチ 毛Ⅰ黒骨滓

三国街道 2013/6/2 6 テン 毛Ⅰ黒骨滓 痕跡

三国街道 2013/6/2 7 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 兎毛灰白 分解

三国街道 2013/7/22 2 オコジョ? 羽爪 果皮 新

三国街道 2013/7/22 3 オコジョ? 羽骨滓 小型

三国街道 2013/7/22 4 オコジョ? 甲虫黒 不明滓赤茶 小型

三国街道 2013/8/18 1 テン カマドウマ 種果肉 分解

三国街道 2013/8/18 2 テン 不明滓赤茶 洗脱

三国街道 2013/8/18 3 テン 毛Ⅱ黒黄骨滓 種 不明滓黒灰 分解

三国街道 2013/8/18 4 テン 昆虫黒 不明滓灰茶 分解

三国街道 2013/8/18 5 テン 毛Ⅲ灰茶骨滓 古，分解

三国街道 2013/9/22 1 テン 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2013/9/22 2 テン カマドウマ 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2013/9/22 3 テン カマドウマ 種果皮果肉

三国街道 2013/9/22 4 テン カマドウマ 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2013/9/22 5 イタチ? カマドウマ 種果皮果肉 極小

三国街道 2013/9/22 6 イタチ? 骨 種果皮果肉 小型

三国街道 2013/9/22 7 テン カマドウマ 種果皮果肉 小型

三国街道 2013/9/22 8A テン カマドウマ 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2013/9/22 8B テン カマドウマ 種果皮果肉

三国街道 2013/10/13 1 テン 種果皮果肉

三国街道 2013/10/13 3 テン 種果皮果肉 溶出

三国街道 2013/10/13 4 テン 毛Ⅲ黒 種15果皮 本人の毛

三国街道 2013/10/13 8 テン 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2013/10/13 9 イタチ? 不明滓黒粘質固結 洗脱

三国街道 2013/10/13 10 イタチ? 毛Ⅰ灰骨滓 洗脱

三国街道 2013/10/13 11 イタチ? 不明滓黒固結 洗脱

三国街道 2013/11/3 1 テン 果皮 部分

三国街道 2013/11/3 2 テン 種果皮果肉 分解

三国街道 2013/11/3 3 テン バッタ 種果皮果肉 部分

三国街道 2013/11/3 4 テン 種果皮果肉 古?

三国街道 2013/11/3 5 テン 種果皮果肉 果皮果肉種 洗脱

三国街道 2013/11/3 6 テン 種果皮 分解

三国街道 2013/11/3 7 テン 果皮果肉種 新?

三国街道 2013/11/3 8 テン 果皮果肉種

三国街道 2013/11/3 9 テン 果皮果肉種 洗脱

三国街道 2013/11/3 10 テン 果皮果肉種

三国街道 2013/11/3 11 テン 果皮果肉種 分解

三国街道 2013/11/3 14 テン 果皮果肉種 分解

糞の形状



添付資料：2013年度／2014年度ホンドテンモニタリングデータ解析結果（５）　
場　所 採取年月日 No. 推定種別 ノネズミ類 ヤチネズミ類 ウサギ モグラ類 大型哺乳類 その他の哺乳類 鳥類

両生・爬虫
類

その他動物 昆 虫 類・小動物類 魚介類 ヤマザクラ カスミザクラ クワ コウゾ
モミジイ
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クマイチ

ゴ
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ゴ
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チゴ類
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ウワミズザ
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ヤマボウシ マタタビ サルナシ ヤマブドウ ウラジロノキ アズキナシ
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ノキ
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キ
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ミズキ エゾエノキ アオハダ ウド ムシカリ カキ 穀類 リンゴ その他の果実類 そ　の　他 混入 備考

小出俣林道 2014/1/18 1 テン 骨 昆虫薄茶 種果皮果肉 新 雪上

小出俣林道 2014/1/18 2 テン 種種衣 小型 雪上

小出俣林道 2014/1/18 3 テン バッタ 種果皮 種種衣 雪上

小出俣林道 2014/1/18 4 テン 種種衣 雪上

小出俣林道 2014/1/18 5 テン 毛Ⅰ灰骨 種果皮 不明滓灰茶 大型 雪上

小出俣林道 2014/4/6 1 テン 毛Ⅰ黒灰骨

小出俣林道 2014/4/6 2 テン 毛Ⅱ銀白歯骨滓 種28果皮 不明滓茶粘質

小出俣林道 2014/4/6 3 テン 毛Ⅰ灰滓 果皮果肉 洗脱

小出俣林道 2014/4/6 4 テン 種果皮 洗脱

小出俣林道 2014/4/12 1 テン 果皮果肉

小出俣林道 2014/4/12 2 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 果皮果肉 洗脱，小型

小出俣林道 2014/4/12 3 テン 毛Ⅰ黒灰短骨滓 不明滓茶粘質

小出俣林道 2014/5/25 1 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 甲虫黒 不明滓茶粘質

小出俣林道 2014/5/25 2 テン 毛Ⅰ短灰骨滓

小出俣林道 2014/7/13 1 テン 種30果皮 種 新

小出俣林道 2014/8/5 1 テン カマドウマ，甲虫金緑 不明滓灰茶 石上

小出俣林道 2014/8/5 2 テン カマドウマ，甲虫金黒 不明滓灰茶 石上

小出俣林道 2014/8/5 3 イタチ カマドウマ，甲虫黒 不明滓黒 石上

小出俣林道 2014/8/5 4 テン カマドウマ，セミ幼虫 不明滓黄褐粘質 小型

小出俣林道 2014/8/5 5 テン カマドウマ，甲虫黒 種果皮 不明滓赤茶 小型

小出俣林道 2014/8/5 6 テン 甲虫黒橙，甲虫赤茶 不明滓赤茶

小出俣林道 2014/8/5 7 イタチ 種1 不明滓黒

小出俣林道 2014/8/5 8 テン 甲虫黒緑 種1 不明滓赤茶粘質

小出俣林道 2014/8/5 9 テン 鱗大骨滓 カマドウマ 洗脱

小出俣林道 2014/8/5 10 テン 甲虫黒，甲虫紫 不明滓赤茶固結 大型

小出俣林道 2014/8/5 11 テン 歯骨 毛Ⅰ黒灰骨滓 甲虫黒，甲虫赤茶 種花序

小出俣林道 2014/8/5 12 テン シカ毛滓 甲虫黒，クワガタ 種果皮

小出俣林道 2014/8/5 13 テン カマドウマ，甲虫黒 不明滓赤茶 分解

小出俣林道 2014/8/5 14 テン カマドウマ，甲虫黒 不明滓赤茶

小出俣林道 2014/9/15 1 イタチ 鱗大骨滓

小出俣林道 2014/10/12 キツネ2

小出俣林道 2014/11/18 1a テン バッタ 果皮 不明滓灰茶

小出俣林道 2014/11/18 1b イタチ? 骨滓 分解

小出俣林道 2014/11/18 2 テン 毛Ⅰ黒骨滓

糞の形状
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無田子村道 2014/1/25 1 テン 種種衣 新 雪上
無田子村道 2014/1/25 2 テン 種果皮 種種衣 雪上
無田子村道 2014/1/25 3 テン 種果皮 種種衣 雪上
無田子村道 2014/1/25 4 テン 種種衣 雪中
無田子村道 2014/1/25 5 テン 種果皮 種種衣 雪上
無田子村道 2014/1/25 6a テン 種果皮 種種衣 雪上
無田子村道 2014/1/25 6b テン 毛Ⅲ黒滓 種種衣 雪上
無田子村道 2014/2/1 1 テン 果皮果肉 雪上
無田子村道 2014/2/1 2 テン 種種衣 雪中
無田子村道 2014/2/1 3 テン 種種衣 雪上
無田子村道 2014/2/1 4 テン 骨1 種種衣 雪上
無田子村道 2014/2/1 5a テン 果肉 種種衣 小型 雪上
無田子村道 2014/2/1 5b テン 果肉 種種衣 小型 雪上
無田子村道 2014/3/29 1 テン カモシカ毛 不明滓灰茶 雪上
無田子村道 2014/3/29 2a テン 種果肉 種種衣 雪上
無田子村道 2014/3/29 2b テン 毛Ⅰ黒灰滓 陸貝 洗脱 雪上
無田子村道 2014/3/29 3 テン 兎毛白滓 雪上
無田子村道 2014/3/29 4 イタチ? 毛Ⅲ短黒骨滓 雪上
無田子村道 2014/3/29 5a テン 骨粉 不明滓赤茶 雪上
無田子村道 2014/3/29 5b テン 種種衣 雪上
無田子村道 2014/3/29 5c テン 果肉種1 痕跡 雪上
無田子村道 2014/3/29 6 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓 羽 果肉種2 種1 雪上
無田子村道 2014/4/11 1 テン 不明滓赤茶 本人の毛
無田子村道 2014/4/11 2a テン 骨 不明滓赤茶
無田子村道 2014/4/11 2b テン 毛Ⅲ?稀 不明滓灰 小型
無田子村道 2014/4/11 3 イタチ 毛Ⅰ黒灰滓
無田子村道 2014/4/11 4 テン 果肉 種種衣
無田子村道 2014/4/11 5a テン 毛Ⅰ黒灰 果皮 石上
無田子村道 2014/4/11 5b テン 果皮 種果皮果肉 石上
無田子村道 2014/4/11 6 イタチ 毛Ⅰ灰 不明滓灰茶
無田子村道 2014/4/11 7 イタチ? 木屑，不明滓茶
無田子村道 2014/5/11 1 テン 毛Ⅰ灰骨滓
無田子村道 2014/5/11 2a テン 毛Ⅰ灰歯骨滓 小型
無田子村道 2014/5/11 2b テン 毛Ⅰ短骨滓 痕跡
無田子村道 2014/5/11 3 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓 骨 不明滓赤茶
無田子村道 2014/5/11 4 テン 毛Ⅰ黒 鱗大骨滓 流失
無田子村道 2014/5/11 5 テン 鱗大骨滓 部分
無田子村道 2014/5/11 6 テン 鱗大骨滓 洗脱
無田子村道 2014/5/11 7 テン カモシカ毛滓 果皮果肉
無田子村道 2014/5/11 8 テン 毛Ⅰ黒歯骨滓 蘚類
無田子村道 2014/5/11 9 テン 甲虫黒 不明滓赤茶 小型
無田子村道 2014/5/11 10 イタチ 毛Ⅰ灰 不明滓黒
無田子村道 2014/5/11 11 テン 羽骨滓
無田子村道 2014/5/11 12 テン 骨滓
無田子村道 2014/6/21 1 テン 毛Ⅲ黒骨滓 昆虫薄茶 洗脱
無田子村道 2014/6/21 2 イタチ 昆虫薄茶 不明滓黒
無田子村道 2014/6/21 3 テン 毛Ⅰ灰 ハチ黒白 種3果皮 不明滓灰
無田子村道 2014/6/21 4 テン 種12果皮
無田子村道 2014/6/21 5 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 羽骨爪滓
無田子村道 2014/6/21 6 テン 毛Ⅰ黒骨滓
無田子村道 2014/6/21 7 テン 小型骨稀 不明滓赤茶
無田子村道 2014/6/21 8 テン 種4果皮
無田子村道 2014/6/21 9 イタチ コオロギ? 不明滓黒
無田子村道 2014/6/21 10 テン 毛Ⅰ黒灰滓 種5果皮
無田子村道 2014/6/21 11 テン 小型骨稀 甲虫黒 不明滓灰茶 分解
無田子村道 2014/6/21 12 テン 毛Ⅰ黒灰歯骨滓 種4果皮
無田子村道 2014/7/12 1a イタチ 毛Ⅰ灰滓粘質 甲虫黒 新
無田子村道 2014/7/12 1b テン 不明滓黄灰
無田子村道 2014/7/12 2 テン 小型骨 不明滓灰茶粒状 本人の毛 新 下痢
無田子村道 2014/7/12 3 テン 毛Ⅲ灰骨滓
無田子村道 2014/7/12 4 イタチ 不明滓赤茶固結 草繊維 新
無田子村道 2014/7/12 5 テン 毛Ⅰ黒灰骨 ムカデ 部分
無田子村道 2014/7/12 6 テン 毛Ⅲ 不明滓灰茶 小型
無田子村道 2014/7/12 7 テン 毛Ⅲ黒骨滓 小型
無田子村道 2014/7/12 8 テン 毛Ⅰ黒灰骨 毛Ⅲ黒茶骨 洗脱
無田子村道 2014/8/2 1 テン 毛Ⅰ灰骨 毛Ⅰ黒灰骨
無田子村道 2014/8/2 2 テン 毛Ⅰ灰骨滓 甲虫黒橙 不明滓赤茶
無田子村道 2014/8/2 3 イタチ 毛Ⅰ灰滓 不明毛ヒゲ状 カマドウマ
無田子村道 2014/8/2 4 テン 毛Ⅰ灰骨滓 羽骨皮滓
無田子村道 2014/8/2 5 イタチ? 骨 甲虫黒 分解
無田子村道 2014/8/2 6 テン カマドウマ 不明滓赤茶
無田子村道 2014/8/2 7 イタチ? 甲虫黒 部分
無田子村道 2014/8/2 8 テン 甲虫黒橙
無田子村道 2014/8/2 9 テン 毛Ⅰ黒滓 ハチ黒白 細
無田子村道 2014/8/2 10 テン 毛Ⅰ灰骨滓 甲虫黒
無田子村道 2014/8/2 11 テン 兎毛滓 甲虫黒，甲虫藍色 陸貝 不明滓赤茶皮状
無田子村道 2014/8/2 12 テン 鱗大骨滓 甲虫赤茶 石上
無田子村道 2014/8/2 13 テン 兎毛 不明滓黄灰粘質
無田子村道 2014/8/2 14 テン 毛Ⅰ黒灰滓 不明滓灰茶 新 小型
無田子村道 2014/8/2 15 テン 兎毛滓 甲虫黒，カマドウマ
無田子村道 2014/8/2 16 テン 毛Ⅰ灰骨滓 鱗大骨滓 新 細
無田子村道 2014/8/2 17 イタチ 甲虫黒
無田子村道 2014/8/2 18 イタチ 甲虫黒，甲虫茶 不明滓黒 洗脱
無田子村道 2014/8/2 19 テン 種花序 分解
無田子村道 2014/8/2 20 テン 種稀 不明滓薄茶
無田子村道 2014/8/2 21 イタチ 毛Ⅰ黒灰 分解
無田子村道 2014/8/2 22 テン 鱗大骨滓
無田子村道 2014/8/2 23 テン 毛Ⅰ灰骨滓 ハチ黒白 新
無田子村道 2014/8/2 24 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 ハチ黒白，甲虫黒
無田子村道 2014/8/2 25 イタチ? 鱗大骨滓 石上
無田子村道 2014/8/2 26 イタチ? 羽骨滓 石上
無田子村道 2014/8/2 27 テン 不明滓灰茶粉状 部分
無田子村道 2014/8/2 28 テン ヒミズ毛手骨 甲虫黒，甲虫茶 種花序
無田子村道 2014/8/2 29 イタチ 甲虫黒 不明滓黒
無田子村道 2014/8/2 30 テン 兎毛骨滓 鱗大骨滓
無田子村道 2014/8/2 31 イタチ 毛Ⅰ灰滓粘質
無田子村道 2014/8/2 32 テン 兎毛歯骨滓 洗脱，分解
無田子村道 2014/8/2 33 イタチ 毛Ⅰ灰骨滓
無田子村道 2014/8/2 34 イタチ 毛Ⅰ灰骨滓 不明毛ヒゲ状 甲虫黒
無田子村道 2014/8/2 35 イタチ 毛Ⅰ灰骨滓
無田子村道 2014/8/24 1 イタチ 毛Ⅰ黒滓
無田子村道 2014/9/6 1 テン 種果皮果肉 溶出
無田子村道 2014/9/6 2 テン 種果皮果肉 溶出，痕跡
無田子村道 2014/9/6 3 テン 甲虫黒 種果皮果肉 痕跡
無田子村道 2014/9/6 4 テン 種4果皮 小型
無田子村道 2014/10/4 1 テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 2 テン 毛Ⅰ黒 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 3 テン 種果皮果肉 小型
無田子村道 2014/10/4 4 テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 5 イタチ? 種果皮果肉 痕跡
無田子村道 2014/10/4 6 テン 毛Ⅰ稀 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 7 テン 毛Ⅰ黒歯 種 洗脱
無田子村道 2014/10/4 8 テン 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 9 テン 羽 種果皮果肉 小型
無田子村道 2014/10/4 10 テン 羽骨 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 11 テン 種果肉 痕跡
無田子村道 2014/10/4 12 イタチ 骨滓
無田子村道 2014/10/4 13 テン 毛Ⅰ骨 甲虫黒 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 14a テン 毛Ⅰ灰 毛Ⅰ黒 分解
無田子村道 2014/10/4 14b テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 洗脱
無田子村道 2014/10/4 14c テン 毛Ⅰ黒灰骨滓， 洗脱
無田子村道 2014/10/4 15a テン ｶﾏﾄﾞｳﾏ 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 15b テン 毛Ⅰ灰骨滓 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 15c テン 毛Ⅰ灰骨滓 種果皮果肉 洗脱，分解
無田子村道 2014/10/4 16a テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 16b テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 16c テン 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 17 テン 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 18 テン 種果皮果肉 分解
無田子村道 2014/10/4 19 テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/10/4 20 テン 種果皮果肉 流失
無田子村道 2014/10/4 21 テン 種果皮果肉 流失
無田子村道 2014/10/4 22 テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 1 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 シカ毛1 果皮 洗脱
無田子村道 2014/11/8 2 テン 毛Ⅰ黒短歯骨滓 洗脱
無田子村道 2014/11/8 3 テン 種果皮果肉 洗脱
無田子村道 2014/11/8 4 テン 毛Ⅰ灰骨 果皮 不明滓灰茶
無田子村道 2014/11/8 5 テン 種果皮果肉 新
無田子村道 2014/11/8 6 テン 種果皮果肉 新
無田子村道 2014/11/8 7 イタチ? 種果皮
無田子村道 2014/11/8 8 テン 種果皮 洗脱
無田子村道 2014/11/8 9 テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 10 テン 種果皮果肉 流失
無田子村道 2014/11/8 11 テン 兎毛白 種果皮果肉 洗脱
無田子村道 2014/11/8 12a テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 12b テン 骨 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 12c テン 果皮 痕跡
無田子村道 2014/11/8 12d テン 羽 種果皮果肉 新
無田子村道 2014/11/8 13ab テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 14 テン 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 15 テン 骨 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 16a イタチ 種果皮
無田子村道 2014/11/8 16b イタチ 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 16c テン ネズミ門歯 種果皮果肉
無田子村道 2014/11/8 17 テン 種果皮 部分

糞の形状
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三国街道 2014/4/29 1 イタチ 果皮 不明滓黒固結

三国街道 2014/4/29 2 イタチ? 種 不明滓黒固結

三国街道 2014/4/29 3 イタチ? 羽 不明滓灰

三国街道 2014/4/29 4 イタチ 兎毛滓

三国街道 2014/4/29 5 オコジョ? 骨 不明滓黒固結 小型

三国街道 2014/4/29 6 イタチ 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2014/4/29 7 オコジョ? 毛Ⅰ黒灰骨滓 不明滓黒固結 小型

三国街道 2014/4/29 8 オコジョ? 毛Ⅰ灰骨滓 不明毛ヒゲ状 小型

三国街道 2014/4/29 9 イタチ 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2014/4/29 10 イタチ? 毛Ⅰ黒灰歯骨滓

三国街道 2014/4/29 11 イタチ 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2014/4/29 12 テン 毛Ⅰ短灰歯骨滓 細

三国街道 2014/4/29 13 テン 毛Ⅰ灰骨滓 不明滓黒

三国街道 2014/4/29 14 テン 兎毛白骨滓粘質 小型

三国街道 2014/4/29 15 テン 果皮果肉 小型

三国街道 2014/4/29 16 イタチ 毛Ⅰ灰骨 不明滓灰 本人の毛

三国街道 2014/4/29 17 テン 毛Ⅰ灰骨滓 不明毛ヒゲ状

三国街道 2014/4/29 18 テン 毛Ⅰ灰骨滓 部分

三国街道 2014/4/29 20 イタチ 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2014/4/29 21 イタチ? 種果皮果肉

三国街道 2014/4/29 22 テン 毛Ⅰ灰歯骨滓 尾 不明滓黒 下痢状

三国街道 2014/4/29 23 テン 毛Ⅲ灰茶歯骨滓 分解

三国街道 2014/5/30 1 イタチ? 骨滓 洗脱，分解

三国街道 2014/5/30 2 テン カモシカ毛滓 卵殻 下痢状

三国街道 2014/5/30 3 イタチ 毛Ⅰ灰骨 不明滓黒粘質

三国街道 2014/5/30 4 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 新 細

三国街道 2014/5/30 5 イタチ 羽骨滓

三国街道 2014/5/30 6 イタチ 歯骨 不明滓茶 小型

三国街道 2014/5/30 7 イタチ 毛Ⅰ黒灰骨 洗脱

三国街道 2014/5/30 8 テン 毛Ⅰ灰歯骨滓 種 洗脱

三国街道 2014/7/27 1 テン 毛Ⅲ黒茶骨滓 新

三国街道 2014/7/27 2 イタチ 兎毛骨滓 甲虫黒 洗脱

三国街道 2014/7/27 3 テン 甲虫緑 不明滓黒樹脂状粘質

三国街道 2014/8/3 1 テン 鱗大骨 甲虫黒

三国街道 2014/8/3 2 イタチ 毛Ⅲ灰茶骨滓

三国街道 2014/8/3 3 イタチ 骨 不明滓赤茶 洗脱

三国街道 2014/8/3 4 テン 毛Ⅰ灰 羽 分解

三国街道 2014/8/3 6 テン 兎毛白骨滓 甲虫黒

三国街道 2014/8/3 7 イタチ 甲虫黒白，ハチ黒白 不明滓灰茶

三国街道 2014/8/3 8 テン シカ毛軟骨滓 小型

三国街道 2014/8/3 9 テン 毛Ⅰ黒灰爪骨滓 分解

三国街道 2014/8/3 10 イタチ? 毛Ⅲ黒茶骨滓 不明毛ヒゲ状

三国街道 2014/8/3 11 オコジョ? 甲虫黒 種花序 小型，下痢

三国街道 2014/8/3 12a イタチ 毛Ⅰ黒灰骨滓

三国街道 2014/8/3 12b オコジョ? 毛Ⅰ黒灰骨滓 果皮果肉 分解，小型

三国街道 2014/8/3 12c オコジョ? 毛Ⅰ黒灰 痕跡，小型

三国街道 2014/8/3 13 テン 不明滓黒粘質 下痢状

三国街道 2014/8/3 14 イタチ? 毛Ⅰ黒灰骨 洗脱

三国街道 2014/8/3 15 テン 羽骨滓 甲虫黒白

三国街道 2014/9/7 1 テン 骨 不明滓灰黄 洗脱

三国街道 2014/9/7 2 イタチ? 毛Ⅰ灰骨 分解

三国街道 2014/9/7 3 オコジョ? 毛Ⅰ灰骨 昆虫薄茶 種2 洗脱，小型

三国街道 2014/9/7 4 テン 毛Ⅰ黒灰骨 分解

三国街道 2014/9/7 5 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 カマドウマ 洗脱

三国街道 2014/9/29 1 テン 毛Ⅰ灰骨滓

三国街道 2014/9/29 2 テン 種果皮果肉

三国街道 2014/9/29 3 テン 骨滓 種果皮果肉

三国街道 2014/9/29 4 テン 毛Ⅰ黒灰歯爪骨 種果皮果肉 分解

三国街道 2014/10/26 1 イタチ 羽骨滓 新

三国街道 2014/10/26 2 テン 毛Ⅲ灰茶骨滓 種果皮 果実2 布紐白 洗脱

三国街道 2014/10/26 3 イタチ 種4果皮 不明滓黒 洗脱

三国街道 2014/10/26 4a イタチ 羽骨滓 洗脱

三国街道 2014/10/26 4b イタチ 羽骨爪滓

三国街道 2014/10/26 5 テン 毛Ⅰ黒灰骨 洗脱

三国街道 2014/10/26 6 テン 毛Ⅰ灰骨滓 カマドウマ 種 不明滓茶 洗脱

三国街道 2014/10/26 7 テン 毛Ⅰ黒灰歯骨滓 洗脱

三国街道 2014/10/26 8 テン 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2014/10/26 9ab テン 毛Ⅰ灰 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2014/10/26 9c テン 種果皮果肉 洗脱，小型

三国街道 2014/10/26 10 オコジョ? 毛Ⅰ黒灰骨滓 種 洗脱，小型

三国街道 2014/10/26 11 テン 毛Ⅰ灰 甲虫黒 種1果皮 種果肉 洗脱

三国街道 2014/11/2 1 テン 羽骨滓

三国街道 2014/11/2 2 テン 毛Ⅰ黒灰骨滓 甲虫藍色

三国街道 2014/11/2 3 テン 果皮果肉 洗脱，分解

三国街道 2014/11/2 4 テン 種果皮果肉 洗脱

三国街道 2014/11/2 5 テン セミ幼虫? 果皮 木屑 分解 倒木上

736 736 74 142 47 41 50 62 72 58 11 139 12 11 14 6 6 7 10 8 7 6 8 6 7 215 22 9 31 16 9 32 6 6 7 7 6 7 8 10 7 15 7 147

毛Ⅰ： ネズミ類の毛 注)周辺で栽培されていない果実は廃棄ゴミに由来するとみなした

毛Ⅱ： 兎以外の中型毛

毛Ⅲ： モグラ類の毛

陸貝： カタツムリ類の貝殻片

花序： 萼片や鱗片等花・果実の付属物

種衣： 種を覆う果肉状の皮

糞の形状


