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ニホンジカの高密度化による林床環境改変が

初夏期の土壌動物群集に与える影響

敦見和徳1.2. *・奥田 圭3・小金津正昭4

l東京農工大学大学院連合農学研究科・ 2栃木県立宇都宮商業高等学校・

3福島大学環境放射能研究所・ 4宇都宮大学雑草と里山の科学教育研究センター

シカの高密度化に伴う林床環境の変化が土壌動物群集に与える影響を明らかにするため，栃木県奥日光のシカ密

度の異なる 3地域(各地域8地点)において林床環境と土壌動物群集との関係を検討した。シカ密度と林床環境条件

との関係を検討した結果，シカ密度と土壌硬度に正の相関， Ao層の厚さ，乾燥重量および孔隙度との聞に負の相

関がみられ，シカの高密度化により林床環境が改変されていることが示唆された。次に. TWINSPANと判別分析

を用い，土壌動物の群集組成の変化要因を解析した。 TWINSPANの結果，調査地点はグループA(シカ低密度地点)

とB(シカ高密度地点)に，動物群はグループ I-Nに分類された。土壌の孔隙に生息する中型の土壌動物や，捕食

性の多足類などは，グループ I-IIIに属し，グループBよりもAに多く出現した。一方，土壌の撹乱に耐性がある

ハネカクシ科や，植食性の半麹目などはグループNに属し，グループAとBに同程度出現した。また，判別分析の

結果，グループAとBの違いを最もよく判別する林床環境条件は Ao層の厚さと孔隙度であった。以上から，本調

査地において土壌動物群集が変化した主要因は，シカの高密度化に伴うAo層の薄化および孔隙度の低下であると

結論した。

キーワード:Ao層，生物間相互作用，林床改変，土壌動物群集，ニホンジカ

Kazunori Tsurumi， Kei Okuda， Masaaki Koganezawa : Effects of forest-floor alteration due to high sika deer den-

sity on soil animal communities in early summer at Oku-Nikko， central Japan. Japanese Journal of Forest Environ-
ment 57:85-91， 2015. 

We aimed to assess the effects of forest-f1oor alteration caused by deer on soil animals. We examined the effects of deer 

density on forest-f1oor aIteration and the relationship between the composition of soil animal communities and the forest-

f100r conditions in 3 areas (8 plots/area) with different deer densities in Oku-Nikko， Japan. Soil compaction increased and 

the thickness and dry weight of the Ao layer and the void index decreased significantIy with an increase in deer density， 
suggesting that deer density contributes to forest-f1oor alteration. We used TWINSPAN to divide 24 plots into groups A 

(high deer density) and B (low deer density) and 17 soil animal groups into groups 1-4. Predaceous myriapods and meso-

fauna that inhabit soil voids tended to belong to groups 1-3; and they were observed mostIy in group B plots. Phyto-

phagous dipterous insects and staphylinids that showed resistance to soil disturbance tended to belong to group 4; and they 

were found equaIIy in group A and group B plots. Discriminant analysis indicated that the plot cIassification by 

TWINSPAN could be interpreted according to the thickness of the Ao layer and the void index. These results indicate that 

forest-f1oor aIteration (decreasing in the void index and thickness of the Ao layer) because of high deer density may contrib-

ute to changes in the composition of soil animal communities. 

Key word : Ao layer， interaction network， forest-f1oor alteration， soil animal community， sika deer 

1 .はじめに

近年，日本各地の森林において1970年代後半から全国各

地でニホンジカ (Crervω nipponTermminck) (以下，シカ)の

個体数が増加し(Maruyamaand Tokida， 1996)，採食圧による

林床植生の貧弱化や(大橋ら， 2007)，それに伴う土壌硬化

(柳ら. 2008)や土壌侵食(若原ら， 2008)など，植生や土壌に

対してさまざまな直接的，間接的影響が及んでいる。また，

これらの影響を介して， ミミズ類(閥・小金津， 2010)や昆虫

類 (Sekiand Koganezawa， 2012 ;奥田ら， 2014)，鳥類(Hino，

2000， 2006 ;奥田ら. 2012， 2013)，ノネズミ類(Sudaet al.， 

2003 ;田中ら， 2006)などの動物群集にも影響が波及してい

る。しかしながら，シカによる動物群集への影響に関する研

究は，植生への影響に関する研究に比べて少ないのが現状で、

ある (Takatsuki，2009)。そのため，シカの問題を抱えている

多くの地域では，影響の実態が十分に把握されないまま対症

療法的な対策が講じられており(常田ら， 2004)，近年，動物

群集を含めた生態系全体の保全を考慮したシカの管理が重要

な課題となっている(常田ら， 2004;常田， 2006)。また，

シカの管理や森林生態系の保全を行なっていく上では，生態

系を構成する生物聞の相互作用を明らかにする必要性が指摘

されていることからも(日野ら， 2003)，今後，動物群集に対
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するシカの影響についても明らかにしていく必要性がある。

土嬢動物群集は，林床植生や土壌硬度などの変化に対して

感受性が高いことが報告されている(青木， 1995;永野・後

藤， 2011)。そのため，シカの高密度化に伴う林床環境の変

化により，土壌動物群集が大きな影響を受けている可能性が

指摘されている(伊藤ら， 2007;伊藤， 2009)。しかしシ

カの高密度化が土壌動物群集に与える影響に関する研究事例

は非常に少なく，影響の実態はほとんど明らかにされていな

い。そのため，土壌動物群集に対するシカの影響をより詳細

に検討していく上で，より多くの地域において影響の実態を

把握し，基礎的知見を蓄積していく必要性がある。また，土

壌動物群集は，森林生態系内における物質循環において重要

な役割を果たす動物群であるとともに(金子， 1994)，短期間

で組成が変化することや，移動能力が低いことから(日本自

然保護協会， 1994)，環境指標性が高いことが指摘されてい

る(Niijima， 1975 ; Ito， 1980 ;青木， 1995; Kuriki， 1998)。そ

のため，シカの高密度化に伴う土壌動物群集への影響を明ら

かにすることは，今後，森林生態系の保全を考慮したシカの

管理を実施していく上で，重要な情報となる。

本研究では，栃木県奥日光地域のシカ密度の異なるミズナ

ラ林において林床環境条件(林床植生条件および土壌環境条

件)と土壌動物群集の関係を調べ シカの高密度化が林床環

境と土壌動物群集に及ぼす影響について検討した。それらの

結果を踏まえ，土壌動物群集の変化要因についてシカの高密

度化による林床環境の変化と関連付けて考察を行なった。

2.調査地と方法

2.1 調査地の概要

調査は，栃木県北西部の日光国立公園内に位置する戦場ヶ

原(36046'N， 139026' E，標高1，390~1，400 m)周辺のミズナ

ラ林において行なった。当地域は1980年代前半までシカは

低密度(l頭/km2未満)で推移していたが(丸山，1981;丸山

ら， 1985)， 1984年以降に個体数が増加し(Liet al.， 1996)， 

戦場ヶ原の南西約 7kmの地点に位置する千手ヶ原において

は， 1995年にはシカ密度が30頭/km2に達していたことが報

告されている(区画法;栃木県，2011)。そのため，当地域の

ササ類はシカの採食によりほとんど枯死し(小金津 ・佐竹，

1996) ，現在，林床はシカの不晴好性植物であるシロヨメナ

(Aster ageratoides Turcz. subsp. leiophyllus (Franch. et Savat.) 

Kit細.)などが優占する林床や裸地に置き換わっている(長谷

川，2008)。一方，戦場ヶ原の北東約 3kmの地点に位置する

光徳(図一1)では， 1995年以降もシカ密度は 2~6頭/km2の

間で推移しており(栃木県，2011)，現在もシカの主要な餌資

源であるミヤコザサ(Sasanipponica Makino et Shibata) 

(Takatsuki， 1983， 1986; Yoko)叩 laand Shibata， 1998)が優占

する林床が残存している。このように，戦場ヶ原の南西部と

北東部では，シカ密度が顕著に異なり，林床植生にも差異が

存在する。

本調査では気象観測は行われていないが，戦場ヶ原の南東

約4kmに位置する奥日光特別地域気象観測所(36044.3'N， 

139030.0' E，標高1，292m) における 1981~2010年の聞の観測
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図ー1.蛎木県奥田光地域における調査地の位置
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データによると，年平均気温は6.9
0

C，年間平均降水量は

2，l76mmで、ある。

2.2 土壌動物群集調査

シカによる土壌動物群集への影響を把握するため，シカ密

度の異なる 3地域(北東部1地域:光徳，南西部2地域:弓

張峠および千手ヶ原)(図-1)のミズナラ林において調査を行

なった。調査は，敦見・小金津 (2012)に従い，各地域に 8

地点ずつサンプリング地点を設置し 25cmの方形枠を用い

た枠取り法によりAo層およびA層を採取した。なお Ao層は

A層表面まですべて採取し， A層はA層表面から 7cm採取し

た。採取したサンプルは，通気性のある紙袋に入れて持ち帰

り，速やかにツルグレン装置にかけて 7日開放置し土壌

動物を抽出した。抽出された土壌動物は， 80%エタノール

中で保存し双眼実体顕微鏡を用いて綱から科レベルで分類

し，その動物群毎に個体数を記録した。なお， 2012年5月

に弓張峠および、千手ヶ原， 2013年の 5月に光徳で調査を行

なった。

各調査地域の1995年から2008年の聞の夏期の平均シカ密

度(区画法;栃木県， 2011)は，光徳が4.6頭/km2，弓張峠が

11.8頭/km2，千手ヶ原が17.6頭/km2となっており，光徳にお

けるシカ密度は弓張峠および、千手ヶ原と比較して有意に低い

(Steel-Dwa郎、法による多重比較検定，p < 0.05)。
2.3 林床環境調査

シカによる林床環境への影響を把握するため，土壌動物調

査を行なった同時期，同地点において，林床植生調査および

土壌環境調査を行なった。林床植生調査は，草材直物を対象

とし，土壌動物のサンプリング地点を中心に 1mx 1mの

方形区を設置し，区内の植被率を 5%単位で記録した。土

壌環境調査は，サンプリング地点における土壌硬度， Ao層

の厚さおよび、Ao層の乾燥重量を測定した。土壌硬度は，土

壌動物調査においてAo層およびA層を採取した後， A層を鉛

直方向に10cm土壌を削り，形成された断面に対して垂直に

山中式土壌硬度計(DIK・5553，大起理化工業株式会社製)を

差し込み測定した。測定は，各サンプリング地点においてラ

ンダムに 5ヶ所測定を行ない，平均値をその地点の土壌硬

度とした。 Ao層の厚さは，直尺を用いて 5mm単位で測定し

た。 Ao層の乾燥重量は，まず，サンプリング地点の側近に

25cm x 25cmの方形区を設定し 区内のAo層を採取した。

そして，炉乾燥(80
0

C，72時間)後，重量を測定した。また，

土壌動物群集の生息空間を評価するため， Ao層の乾燥重量

をAo層の厚さで除し， 1mmあたりの乾燥重量を算出した。

そして，孔隙が多いほど高い数値を示すように，その逆数を

算出し， Ao層の孔隙度とした。

2.4 解析方法

シカ密度と関連の強い林床環境条件を明らかにするため，

各調査地点におけるシカ密度と各林床環境条件との相闘を

Spearmanの順位相関係数によって求めた。なお，シカ密度

に関しては，平成22年度栃木県ニホンジカ保護管理モニタ

リング結果報告書(栃木県， 2011)より，各調査地点が属する

地域の1995年から2008年にかけての夏期のシカ密度(区画

法)の平均値を算出し，解析に用いた。そのため，シカ密度

のデータを順位化すると，同順位のデータが存在することに

なる。そこで， Spearmanの順位相関係数pは，同順位の

データがある場合に用いられる以下の式によって算出した。

巴+Ty-'Ld? 
p = 2何五

ここで，dは対応するXとYの値の順位の差を示す。なお，

Zおよびちはそれぞれ以下の式によって算出した。

~ N3 -N -'L (t;3 -ti) 
LX 12 

市 _ N3- N -'L(が-tJ 
り 12

ここで，Nはデータ対の数，tiおよびやは同順位を構成する

データの数を示す。

次に，各サンプリング地点における土壌動物群集の組成を

比較するため，群集分類プログラムであるTWINSPAN(Two-

way Indicator Species Analysis) (Hill， 1979)を用い，群集組成

の似通ったサンプリング地点および出現傾向が類似の動物群

のグループ分けを行なった。 TWINSPANの実行の際には，

ソフトウェアのデフォルト設定に従った(Pseudospeciescut 

level = 0， 2， 5， 10， 20， Maximum number of indicators per divi-

sion = 5， Maximum levell of divisions = 6， Minimum group 

size for division = 5， Maximum number of species in final table 

= 200)。なお，ごくわずかしか観察されなかった動物群に

よる結果の偏りを避けるため，全サンプリング地点のうち

2地点以下にしか出現しなかった動物群(ザトウムシ目

(Opiliones) ，オオムカデ目 (Scolopendromorpha)，コムシ目

(Diplura) )は解析には用いなかった。また，本研究では，伊

藤ら (2007)の方法と同様に，他の動物群と比較して講離し

て生息数が多いダニ目 (Acari)およびトピムシ目 (Collembola)

についても解析の対象から除き，計17動物群を対象に解析

を行なった。

TWINSPANの結果にもとづき 類似のサンプリング地点

をグループとした上で，このグルーピングを被説明変数，林

床植生調査および土壌環境調査によって得られたパラメータ

を説明変数として，ステップワイズ法にもとづく変数選択に

よる判別分析を行ない，土壌動物群集と関連の強い林床環境

条件について検討した。なお，判別分析における変数選択は，

ステップワイズ法にもとづき，各ステップでの全体のWilks

のAを最小化する変数を選択していくこととし，投入のため

のF値の有意確率の最大値を0.05，削除するための最小値を

0.10に設定した。以上の統計解析には， R3.0.1 (R Core Team， 

2013)， PC-ORD Ver.4.0 (吋mSo伽 areDesign)， P ASW Sta-

tistics 18 (SPSS Inc.)を使用し有意水準は 5%とした。

3.結果

各調査地域の夏期のシカ密度(1995~2008年)と林床環境

条件の概要を表一lに示す。林床植生調査および土壌環境調査

によって得られたパラメータとシカ密度との相闘を求めた結

果， 5項目のパラメータのうち， 4項目で順位相関関係が

-87-
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表一1. 各調査地域の1995-2008年までの夏期のニホンジカの平均生息密度と2012年お

よび2013年5月の林床環境条件の概要

調査地

光徳 弓張峠 千手ヶ原

シカ密度*(頭Ikm2
) 4.55:t 1.47 11.81 :t 8.90 17.56:t 13.74 

林床植被率(%) 77.50:t 11.65 45.00:t 7.56 75.00 :t 13.09 

土壌硬度 (kpa) 77.75:t 11.30 233.14:t 51.85 170.40 :t 49.81 

ん層の厚さ (mm) 41.88 :t 4.58 15.00 :t 2.67 11.25:t 2.31 

ん層の乾燥重量 (g) 208.79:t 47.82 187.37:t 41.05 145.48:t 21.37 

内層の孔隙度 (g'1mm斗) 0.21 :t 0.04 0.08:t 0.02 0.08:t 0.01 

表中の林床環境条件の数値は平均値±標準偏差(n= 8). .シカ密度は栃木県 (2011)よりヲ|用.

表-2. ニホンジカの生息密度と環境パラメータと

の順位相関係数

環境パラメータ 相関係数

林床植被率(%) -0.07 

土壌硬度 (kPa) 0.56 ** 

内層の厚さ (mm) ー0.87** 

内層の乾操重量 (g) ー0.56** 

内層の孔隙度 (g-1mmぺ) -0.72 ** 

n = 24. Spearrnanの順位相関係数 **p < 0.01 

認められた(差是ー2)。シカ密度と負の相関がみられた項目は，

相関係数が高い順に， Ao層の厚さ， Ao層の孔隙度， Ao層の

乾燥重量であった。一方，正の相聞がみられた項目は土壌硬

度で、あった。

土壌動物群集調査の結果，光徳では17動物群1，616個体，

弓張峠では15動物群677個体，千手ヶ原では13動物群717個

体が採集された。光徳ではすべてのサンプリング地点におい

てカニムシ日 (Pseudoscorpionida)，エダヒゲムシ目 (Pauro・

poda) ，カマアシムシ目 (Proωra)，アリヅカムシ亜科(Pse-

laphinae)が採集されたのに対し弓張峠および千手ヶ原では

これらの動物群はほぼ欠落していた。また，千手ヶ原で、はコ

ムカテゃ綱(Symphyla)についても欠落していた。

TWINSPANによる解析の結果，サンプリング地点はグ

ループA(8地点)とグループB(16地点)に分類された(図-2)。

グループAには，シカ密度が低い光徳に設置したすべての地

点(8地点)が属し，グループBにはシカ密度が高い戦場ヶ原

の南西部(弓張峠・千手ヶ原)に設置したすべての地点(16地

点)が属した。また，動物群は4つの群(分類群 1~IV) に分

類された。分類群 IにはグループBの地点においでほぼ欠落

している動物群，分類群Eおよび皿にはグループBの地点よ

表-3. TWINSP ANによって分類されたグループA

とグループBの判別分析の結果

iWlNSPANグループ
説明変数 p値

A B 

ん層の厚さ < 0.01 33.70 10.90 

内層の孔隙度 < 0.01 275.36 107.10 

定数項 -99.82 -12.40 

数値はFisherの分類関数係数

りもグループAの地点において個体数が多い動物群，分類群

lVにはグループAおよびBのどちらの地点にも同程度出現し

ている動物群がそれぞれ属した。

判別分析によって選択された説明変数は， Ao層の厚さと

Ao層の孔隙度で、あった(奇怪3)。判別関数のあてはまりのよ

さの指標であるWilksのAは0.046(p< 0.01)，判別的中率は

100%であり，今回調査を実施した地点における土壌動物群

集の変化は，選択された説明変数から高い精度で予測できる

ことが示された。また，フイツシャーの分類関数係数から，

Ao層が薄く，孔隙度が低い調査地点はグループBに分類され

ることが把握された(差是ー3)。

4.考察

4.1 シカの高密度化が林床環境に及ぼす影響

本調査地点、における林床の植被率は，シカ密度と有意な相

関関係はみられず(言ト2)，シカの高密度化により林床植生は

貧弱化していないことが把握された。一般的に，シカの高密

度化は林床植生を貧弱化させ，植被率を低下させることが知

られている(例えば，大橋ら， 2007;服部ら， 2010;石田ら，

2010)。一方，本調査地におけるシカ密度が高い地域では，

シカの高密度化に伴いササ類はほとんど枯死したものの，シ

カの不晴好性植物であるシロヨメナなどが繁茂している(長
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が把握された(君子3)。また，これらの林床環境パラメータは，

シカ密度との聞に負の相聞がみられたことから(王子1)，本調

査地における土壌動物群集は，シカの高密度化に伴う Ao層

の薄化および孔隙度の低下が主要因となり，グループAから

グループBの群集に変化したことが考えられる。

分類群 Iに属した動物群は，グループBのサンプリング地

点においでほぼ欠落しており(図一2)，シカの高密度化により

顕著な負の影響を受けていることが示唆される。また，同様

に，分類群EおよびEに属した動物群もグループAよりもグ

ループBの地点において個体数が少なく(図-2)，分類群 Iの

動物群よりは軽度で、はあるものの，シカの高密度化により負

の影響を受けている可能性が示唆される。分類群 Iには中型

土壌動物に属するエダヒゲムシ目 (Pauropoda)，カマアシム

シ目 (Pro印ra)およびカニムシ目 (Pseudoscorpionida)が属した

(図-2)。中型土壌動物の多く は堀穴能力を有していないた

め(金子， 2007a)，孔隙の多い土壌表層が重要な生息場所と

なっていることが報告されている(金子， 2007b;青木，

2010)。そのため，土壌の表層で、あるAo層の薄化および孔隙

度の低下は， これらの動物群の生息空間の減少をもたらし

負の影響を及ぼしたものと考えられる。また，分類群 Iには

他にもアリヅカムシ亜科(Pselaphinae)が属し，分類群Eおよ

びEにはクモ目(Araneae)，多足類(ヤスデ綱(Diplopoda)， 

イシムカデ目 (Lithobiomorpha)，ジムカデ目 (Geophilomor-

谷川， 2008)。その結果，林床の植被率とシカ密度との聞に

は有意な相関関係が示されなかったものと考えられる。

本調査地点におけるAo層の厚さ， Ao層の乾燥重量および

Ao層の孔隙度は，シカ密度と負の相闘がみられ(ヨト2)，シカ

密度が高い地点においてAo層の貧弱化や層内の孔隙の減少

が生じていることが把握された。また，土壊硬度に関しては

シカ密度と正の相聞がみられ(~モ2)，シカ密度の高い地点に

おいて土壌が硬化していること治宝把握された。既往研究にお

いても，シカ密度の高い地域では，採食圧の増加によりササ

群落が退行しそれに付随してAo層の貧弱化が生じること

が報告されている(伊藤ら， 2007;伊藤， 2009)。また， シ

カ密度の増加に伴う踏圧の増加により土壌硬化が生じること

や(柳ら， 2008)，家畜による踏圧が土壌密度の増加や土壌の

孔隙率の低下をもたらすことが指摘されている (Holtet al.， 

1996 ; Flenniken et al.， 2001)。これらのことから，本調査地

のシカ密度が高い地域における土壌環境の変化は，シカの高

密度化に伴う林床植物の置換や踏圧の増加が主な要因となっ

ていることが示唆される。

シカの高密度化による林床環境の改変が土壌動物群

集に及ぼす影響

本調査におけるサンプリング地点の土壌動物群集は，グ

ループAとグループBに2分され(図-2)，グループBの林床

環境はグループAと比較してAo層が薄く， 孔隙度が低いこと
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図-2. T"司NSPANによる調査プロットの分類結果と各動物群のランク分けした個体数(一:出現なし， 1 : 1個

体以上2個体未満， 2: 2個体以上5個体未満， 3: 5個体以上10個体未満， 4: 10個体以上20個体未

満， 5: 20個体以上)

掌Kは光徳(シカ低密度地域;4.6頭/km')， yは弓張峠(シカ中密度域;11.8頭/km')， Sは千手ヶ原(シカ高密度地域;17.6頭

/km')を示す.
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pha) ，コムカデ綱(Symphyla)などが属した(図-2)。青木・栗

城 (1978)は，これらの動物群は，小規模な撹乱に対しては

耐性があるものの，道路建設などの大規模な撹乱に対しては

敏感に反応することを指摘している。このことから，これら

の動物群は土壌の撹乱に対してある程度の脆弱性を有してお

り，シカの高密度化によるAo層の変化に伴い負の影響を受

けているものと考えられる。また，分類群HおよびEには中

型土壌動物を餌資源とする動物群(アリ科(Pormicidae)，ク

モ目，イシムカデ目，ジムカデ目，コウチュウ目 (Coleop-

tera)) (青木， 2010)も多く含まれていた(図一2)。このことか

ら，これらの動物群は，シカの高密度化に伴うAo層の変化に

より餌資源である中型土壌動物が負の影響を受けたことに付

随して，間接的に負の影響を受けている可能性も示唆される。

一方，分類群町に属する動物群はグループAおよびBのど

ちらのサンプリング地点にも同程度に出現しており(図-2)，

シカの高密度化に対して顕著な影響を受けていない可能性が

示唆される。分類群Nにはハネカクシ科(Staphylinidae)，ヒ

メミミズ科(Enchytraeidae)および双麹目 (Diptera)の幼虫が属

した。青木 (1989)は，これらの動物群は，土壌の撹乱が生

じている場所においても出現することを報告している。この

ことから，これらの分類群は，土壌の撹乱に対する耐性が高

く，シカの高密度化によるAo層の変化に対して顕著な影響

を受けないものと考えられる。また，分類群Nには，他に半

麹目 (Hemiptera)も属した。本調査によって抽出された半趨

目は，主に植物から吸汁する植食性のアブラムシ上科(Aphi-

doidea)の幼虫(半麹目内の優占度:43.8%)，ウンカ科(Del-

phacidea)の幼虫(30.3%)およびカイガラムシ上科(Coccoi-

dea)の幼虫(13.5%)であった。これらのことから，本調査地

では，シカ密度が高い地域においても林床植生は貧弱化して

おらず，シカの高密度化後もこれらの動物群の餌資源量が減

少しなかったため，顕著な影響を受けなかったものと考えら

れる。

本研究により，シカの高密度化による土壌動物群集への影

響とそれに関係する林床環境条件を明らかにすることができ

た。本調査地においては，シカの高密度化によるAo層の薄

化および孔隙度の低下が土壌動物群集に対して強い影響を及

ぼしていた。つまり，今後，土壌動物群集の保全を考慮した

シカの管理を講じていく上では，これらの林床環境条件に考

慮することが重要である。特に，分類群 Iに属した動物群は，

シカの高密度化により顕著な負の影響を受けている可能性が

示唆されたことから，今後の動向に注視していく必要性があ

る。ただし本研究は，綱から科レベルに分類した動物群に

対するシカの影響=制面に留まっている。今後，より詳細な影

響=制面を実施していく上では，ギルドレベルや種レベルでの

検討が必要で、あろう。
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