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日林誌 (2010)92:241-246 

論

栃木県奥日光地域の防鹿欄外におけるミミズ類の増加要因

ーシカによる植生改変の影響一

関 義和*，1.小金i事正昭2

栃木県奥日光地域では， ミミズ類の現存量はi防波栂内のササ裂林床よりも櫛外のシロヨメナ型林1未において多いことが報

告されている。本研究では，禰外のミミズ類の増加要因について明らかにするために，ササとシロヨメナの地上部現存殺とミ

ミズ類との関係について調査を行った。表層性のミミズ類の倒体数および現存長とシロヨメナの現存量との問には有意なiEの

相関が認められ，シロヨメナの現存f設が鳩加してもん隠の深さの増加はみられなかった。これらのことと，表1弱性のミミズ

類は表}習でリターを摂食することが報告されていることから，表層種にとってのシロヨメナのI脅好性はおいと考えられる。一

方，ササ裂林床では， 1コドラートで 11際体が採集されたのみで，ササの現存f設が増加するにつれてん隠の深さは有意に増加

した。これらの結果は，表溺穏にとってササは斜資源として不適である可能性を示唆する。奥日光地域の帯電外では，シカの食

答によりササ類が全E面百枯夢死Eしし，いまでで、はシロヨメナが君群T
主喜要z図は，シカによりササ類が消失し，シロヨメナが増加したことであると結論した。

キーワード:シロヨメナ，生物問相互作用，土壌動物，ニホンジカ， ミヤコザサ

Yosl設kazuSeki*，l and Masaaki Koganezawa2 (2010) Factors Influencing the Increase in Earthworms Outside Deer-
proofFences in Oku-Nikko， Central Japan: The Influence ofthe Mod鼠 cationof Understory Vegetation by Sika Deer. J. 

Jpn. For. Soc. 92: 241-246. It has been reported仕Jatin Oku-Nikko， cen位al]apan，the biomass of earthworms is higher outside deer-

prooffences (おrestfloors with Aster ageratoides leiopF.ザ.zzus，her官afterAster)吐lanit is inside the fences (forest floor with Sasa niPponica， 

herea宜erSasa)， In order ωassess the factors influencing出eincrease in earthworms outside the fences， we exarruned the relationship 

between earthworms and the biom註ssesof Sasa and Aster. The number and biomass of Iitter-feeding epigeic e泡rthwormsincreased s辺司
nificantly as the biomass of Aster increased， although no relationship was observed between the depth of the Ao layer and the biomass of 
Aster.τbese results indicate that the palatabili句TofAster to epigeic earthworms would be high. However， only one epigeic earthworm was 
collected inside the伽 ces，and仕leder幼 ofthe Ao layer increased si伊滋cantlyas the biomass of Sasa increas巴d.11ぽ efore，Sasa is prob-
ably not a good reso臼rcefor the earthworms. It has been reported that bamboo growth outside the fences was e!iminated by deer gJ沼ing

and that the understory is now dominated by Aster. Thus， the e胎凶nationof Sasa by the deer gJ百zing，and the subsequent increase inAster 
grow出，has probably con民butedto an increase in出enumber of earthworms outside the fences inめisarea. 

Key words: Aster ageratoides leiophy/lus， interaction network， Sasa niPponica， sika deer， soi1 animal 

1. はじめに

近年，シカ類の生息地拡大と個体数増加による森林の衰

退が世界的に生じている CCoteet al.， 2004)。特に，シカ

などの大型草食獣の採食は，植生にさまざまな影響を及

ぼすことが知られている(たとえば， Rooney and Wa11er， 

2003 ; Cote et al.， 2004; T;北atsuki，2009)。また，採食や踏圧，

糞尿の排法等により物質循環が変化し，植物の生産量や

土壌動物相に影響することが示されている CPastoret al.， 

1993 ; Knapp et al.， 1999 ; Wardle et al.， 2001 ; Bardgett 

and Wardle， 2003 ; Singer and Schoened王er，2003)。さら

に，シカ類の影響は，無脊椎動物や鳥類，小型時乳類など

の動物群集にまで及ぶことが報告されている(日owerdew

and Ellwood， 2001 ; Rooney and Waller， 2003 ; Cote et al.， 

2004)。

Temminck， 1838，以下，シカとする)の偲体数増加や生

息地拡大により，自然植生にさまざまな影響が生じている

CTakatsuki， 2009)。このようなシカの植生への影響は，多

くの自然公園で報告されており，生態系保全のためのシカ

の管理が重要な課題となっている(常田ら， 2004;常国，

2006)。しかしながら，シカの横生への影響に比べ，動物

群集への影響に関する研究はまだ少ないのが現状である

CTakatsuki， 2009)。森林生態系の保全のためには，生態系

を構成する生物問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P ら， 2003)，今後，さまざま

な麓に対するシカの影響を評価していく必要がある。

栃木県の奥日光地域においては， 1984年以降にシカの

個体数が増加し，千手ヶ原周辺のササ類はほとんど枯死し

てしまったことが報告されている(小金棒・往竹， 1996)。

その結果，現在，林床のほとんどがシカの不晴好性植

物であるシロヨメナ CAsterageratoides Turcz. leioPhyll附自本においても，全国的にニホンジカ CCervusn~仲間
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。ranch.et Savat.) Kitam.)や課地などに置き換わっている

状況である(長谷川， 2008)。本地域においては，これら

植生への影響を軽減するために総延長約 16kmの防鹿柵

が設置されている(詳細は調査地の概要を参照)。閥・小

金津 (2009)は，これら榔の内外におけるミミズ類の現存

量を調査した結巣，ミズナラ林のミヤコザサ型林床(柵内)

よりもシロヨメナ型林床(榔外)でミミズ類の現存量が多

かったことを報告している。ミミズ類，特に表層性のも

のはおもに落葉等のリターを摂食すること (Uchidaet al.， 

2004)や，新鮮度の高い落葉は分解がある程度進んだ状態

でミミズ類に摂取されること(青木， 1973)が報告されて

いる。ササなどのイネ科の植物は謹素を大量に蓄積してお

り(八杉ら， 1996)，一般に分解されにくい植物と考えら

れるため，ミミズ類にとってミヤコザサ (Sasa11争'ponica

話akinoet Shibata)は餌資源として利用しにくく，それが

ミヤコザサ型林床における現存量の少なきに影響している

可能性が考えられる。一方で，シロヨメナはミミズ類に利

用されやすく，その結果として，シロヨメナ型林床におい

ては現存量が多いものと考えられる。特に， ミヤコザ、サは

シカの重要な餌資源となっているため (Takatsuki，1983， 

1986 ; Yokoyama and Shibata， 1998)， ミヤコザサとミミズ

類の関係を明らかにすることは今後のシカの管理を行う上

での重要な情報源となる。また， ミミズ類は土壌生態系に

来たす役割が大きい(渡辺， 2002)だけでなく，目指乳類や

鳥類，昆虫類などのさまざまな動物種の餌資源となってい

る(青木， 1973;山本， 1994;渡辺， 1997;曽田， 2000)。

そのため，有Ilt外のミミズ類の増加要因を明らかにすること

は，本地域におけるシカとその他の動物関の相互作用を解

明していくための重要な情報源となる。

本研究では，まず， ミミズ類にとってのミヤコザサとシ

ロヨメナの餌資源としての利用しやすさを評価する第一段

階として，これら植物の地上部現存量とミミズ類の僧体数

および現存量の関係について，また上記植物の分解率につ

いて調査を行った。そして，それらの結果から，防鹿柵外

のミミズ類の増加要闘についてシカと関連づけて考察を

行った。

II. 調査地と方法

1. 調査地の概要

栃木県日光国立公園内の奥日光地域では，前鹿櫛が小田

代原 (1998年)と戦場ヶ原 (2001年)の周辺にそれぞれ

栃木県と環境省により設置された(総延長約 16.3km，面

積約 900ha)。そのため，林床植生は，柵内ではミヤコザ

サ(以下，ササとする)が擾占するが，柵外ではシロヨメ

ナやイケマ (Cynanchumcaudatum (Miq.) Maxim.) ，キオ

ン (Senecionemorensis L.)などのシカの不噌好性植物が

優占する。優市木に関しては，柵の内外で顕著な差はみら

れず，どちらもミズナラ (Quercuscrispula Blume)やハ

ルニレ(日musdavidiana Planch.)，シラカンパ (Betula

PlatYPhyllαSukatchev) ，カラマツ (Lalixkaemtjきri(Lamb.) 

Carriere)などである。調査は，柵外では千手ヶ原 (360

44.45' N， 139024.30' E，標高 1，290m)で，柵内では子手ヶ

原の北東約 5kmの地点 (36045.55'N， 139027.30' E，標高

1，400 m)でそれぞれ行った。林床植生は，柵外ではシロ

ヨメナが，;ff内ではササが{憂占する(それぞれ，シロヨメ

ナ型林床，ササ型林床とする)。また，両地点ともに平地で，

優古木はミズナラである。なお，本地域において 2008年

4~11 月に実施された 33 回のビームライト調査の結果， 1 

kmあたりのシカの王子均発見個体数は，柳内では 0.01頭，

祖母外では 5.7頭であった(宇都宮大学野生鳥獣管理学研究

室，未発表)。子手ヶ原の東部約 7kmに位置する日光測

候所 (36044.25'N， 139030' E，標高 1，292m) によると，

年平均気温と年間平均降水量はそれぞれ 6.7
0

C，2，103 mm  

C1971~2000 年)である。

2. ミミズ類とササとシロヨメナの関係

ミミズ類とササおよびシロヨメナの関係を調べるため

に，以下の手}IJ震で調査を行った。まず， ミズナラ林のササ

型林床とシロヨメナ製林床において，それぞれササとシロ

ヨメナの被度の異なる簡所を 15地点ずつ選出した。そし

て各地点に 50cmx50 cmのコドラートを設置し，ハンド

ソーテイング法によりミミズ類を採集した。ミミズ類は，

A。層と土壌層 20cmまでのものを採集し，採集個体はエ

タノールで罰定した後に湿重量を測定した。調査は 2009

年9丹に行い，前日 3日間に雨の降らなかった自に実施し

た。なお，各コドラートはそれぞれ 5m以上の間隔をあ

けて設設した。また，各コドラートを中心として 5m割

方におけるミズナラの樹冠被度が 90%以上の地点を設定

した。そのため，調査地点簡でミズナラの落葉景は大きく

は異ならないと考えられる O 各コドラートにおけるササと

シロヨメナの刈り取りは， ミミズ類の採集時に行った。闇

収した試料は， 80
0

Cで72時間乾燥させた後に乾重量を測

定し，これを現存量とした。さらに，各コドラートのん

!曹の深さをìR~定し，その地点の分解度の指標とした。なお，

各コドラートにおける土壌水分合有率(土壌層 (0~5 cm 

の範囲)から採集した土壌 10gに対する，乾重量 (80
0

C，

72時間)の差の割合)は，ササおよびシロヨメナの現存

とは有意な関係はなく (Spearmanの順位相関，n=15， 

ササの現存量 :r= -0.31， P >0.05;シロヨメナの現存量:

r=0.09，ρ>0.05)，ササ型林床とシロヨメナ型林床の間で

も有意な違いはみられなかった (Mann-Whitneyの U検定，

W=76，戸>0.05)。

3. ササとシロヨメナの分解率

ササとシロヨメナのミミズ類にとっての利用しやすさの

度合いを評価するために，リターパック (25cm X 28 cm) 

を用いた分解率の実験を行った。リターパックには1.5

mmx1.5 mmのポリエチレンメッシュで作られているも

のを使用し，乾重量 7.0g相当のササとシロヨメナをそれ

ぞれ封入した。ササとシロヨメナは， 2009年9月にミズ

ナラ林内から生葉を採取し， 80"Cで 72時間乾燥させたも

のを慣用した。 2009年 10月8日に， ミズナラ林のシロヨ
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メナ型林床と襟地型林床(それぞれ柵外)およびササ型林

床(柵内)にササの入った 1)ターノtック六っとシロヨメナ

の入ったもの六つをそれぞれ設置した。設置は，ササとシ

ロヨメナの入った各リターパックが交互になるようにし，

隣張して 3行 4列に配置した。リターパックは 2009年 12

月9日に臨収し， 80
0

Cで 72時間乾燥させた後に乾重量を

測定した。

採集されたサクラミミズ (Eiseniαjaponica(Michaelsen， 

1892)) 117個体のうち， 15 個体が~層で採集され，その

他の個体およびツリミミズ科は土壌層で採集された。雨林

床型の優占種は，ササ型林床ではサクラミミズが，シロヨ

メナ型林床においてはサクラミミズとヒトツモンミミズ

(Metaphire hilgendo併 (Michaelsen，1892))，フトスジミ

ミズ (Amynthasvittatus (Goto and Hatai， 1898))，フトミ

4.解析方法
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採集されたミミズ類は， Easton (1981)，若塚 (2001)

およびBlakemore(2003) により同定した。また，フトミ

ミズ科に関しては，腸富嚢の形態により表層種もしくは地

中種に分類した(石塚， 2001)。ツリミミズ科については，

簡易的にん層で採集されたものを表層性，土壌層で採集

されたものを地中性の偲体と判断ーした。ミミズ類とシロヨ

メナおよびササとの関係を評価するために， ミミズ類の個

体数および現存量とシロヨメナおよびササの現存量との関

係を Spearmanの順位相関により調べた。

z o~ 0 0 roo 0 0。由。。。 o'i 01 0 0 ∞00∞由∞O

Dry weight of Sasa nipponica (g/m2) 

また，シロヨメナとササの分解率を比較するために，そ

れぞれの消失率を算出した。消失率は，初期値である 7.0

gに対する閤収後における乾重量の差の割合により求め

た。シロヨメナとササの消失率の比較は， Mann-Whitney 

の U検定により調べた。さらに，各コドラートにおける

ん層の分解度を評価するために，ササとシロヨメナの地

図-1.ササの現存量とミミズ類(フトミミズ科)の表層

極の個体数および、現存霊:の関係

The corr叫ationbeiween the number and biomass of 

epigeic earthworms (Megascolecidae) and the biomass of 

Sasa nipponica. 

ヒ部現存最とん層の深さの関係について Spearmanの順

位相関により調べた。

統計解析には， R 2.10.1 (R Development Core Team， 

2009) を使用し，有意水準は 5%とした。

111.結果
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採集されたミミズ類について表-1に示した。ミミズ類

の個体数は，フトミミズ科に関しては柵内のササ型林床

では 1個体，柵外のシロヨメナ型林床では 51偶体で，ど

の個体も表層種であり，地中種は採集されなかった。ツ

リミミズ科については，ササ型林床では 33個体で，シロ

ヨメナ型林床では 130個体であった。シロヨメナ型林床で

Dry weight of Aster ageratoides leiophyllus (g/m2) 

間一2. シロヨメナの現存量とミミズ類(フトミミズ科)

の表層穏の個体数および現存最の関係

The correlation between thεnumber and biomass of 

epigeic ear仕lworms(Megascol田 idae)and the biomass of 

Aster ageratoides leiop旬llus.

表1. ササ型林床とシロヨメナ型林床の A。層および土壌層 (O~20cm) におい

て採集されたミミズ類の個体数
The number of earthworms collected from the Ao layer and soillayer (O~20 cm) 
of forest floors with Sasαnipponicα(Sasa) and Aster ageratoides leio戸hyllus
(Aster). 

Family .Tapanese name Species 

MetaPhire hilg，仰 dorβ
Amynthas vittatus 。 10 

ニジイロミミズ A. purturatus 。 4 

フトミミズ科の一級 Megascolecidaesp. 1 。 10 

フトミミズ科の一種.2 Megascolecidae sp. 2 。 3 

フトミミズ科のー綴.3 Megascolecidae sp. 3 。
フトミミズ科の一種.4 Megascolecidae sp. 4 。
フトミミズ科のー綴 5 Megascolecidae sp. 5 。

IλImbricidae サクラミミズ Eisenia japonica 31 117 
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図-3.ササの現存最とん層および土壌層で採集されたミ

ミズ類(ツリミミズ科)の個体数および現存量の

関係

The correlation between the number and biomass of 
earthworms (Lumbricidae) collected in投leAJ layer and 

soillayer and the biomass of Sasa n~仲onica.

'No individual was collected in the Ao layer. 
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表-2. 2カ月間のリターパック実験によ

る，ササ製林床，シロヨメナ裂林床

および裸地型林床におけるササと

シロヨメナの分解率(%)の比較

A comparison of the decomposition ratio 
(%) of Sasa niPponica (Sαsa) and Aster 
ageratoides leiophyllus (Aster) determined 
in a 2-month field experiment using li枕er
bags in 3 types of forest floor， namely， 

forest floors with Sasa， forest floors with 

Aster， and bare floor. 

Typesof 
Difference 

forestfloor 
Sasa 21.0土4.7
Aster 14.8:t 4.2 

Aster 
36.2:t 5.3 
33.3:t 6.4 
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図 4. シロヨメナの現存量と A。層および土壌層で採集さ

れたミミズ類(ツリミミズ科)の偶体数および現

存量の関係

The correlation between the number and biomass of 
e紅白worms(Lumbricidae) coll回 tedin the AJ layer and 
soillayer and仕lebiomass ofAster ageratoides 1eiol均IIIω.

ミズ科の一穂であった。両林床型の個体数を比較すると，

シロヨメナ型林床ではササ型林床の 5倍以上であった。

フトミミズ科の表層種の個体数と現存量は，ササの現存

とは有意な関係はみられなかったが (Spearmanの照位

相関，n = 15， r= -0.25， P >0.05 ;国一1)，シロヨメナの

現存量とは有意な正の相関が認められた(個体数:r=0.60，

ρ=0.017 ;現存量 :r=0.73，ρ=0.003 ;図-2)。

ツリミミズ科に関しては，ササ型林床では表層性の個体

は採集されず，地中性の偲体も儲体数および現存量ともに

ササの現存量とは有意な関係はみられなかった(倒体数:

r= 0.05，戸>0.05;現存量:r=O.ll，ρ>0.05 ;岡一3)。

o 50 100 150 
Biomass of Aster ageratoides leiophylll日 (glm2)

図 5.各コドラートのん層の深さとササおよびシロヨメ

ナの現存衰の関係

The correlation between the depth of役leAJ layer in each 
quadrate and the biomass of Sasa nipponica and Aster 
ageratoides leiophyllus. 

方，シロヨメナ裂林床においては，地中性の個体はシロヨ

メナの現存量と有意な関係はなかったが(個体数:r立 0.39，

ρ>0.05 ;現存量 :r=0.18， p>0.05)，表層性の個体では

有意な正の相関が認められた(個体数:r=0.59，ρ=0.020;

現存量 :r口 0.60，ρ=0.019;留-4)。

ササとシロヨメナの平均消失率は，いずれの林床型にお

いてもササよりシロヨメナの方が有意に高かった (Manrト

羽市iむleyのU検定，W=O，ρ立 0.004;表 2)。
また，ササの現存量とん層の深さの間には正の相関が

認められたが (Spearmanの順位桔関，r口 0.54，ρ=0.037)，

シロヨメナでは有意な関係はみられなかったか=0.17，

p>0.05 ;函-5)。
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IV.考 察

1. ミミズ類とササおよびシ口ヨメナの関係

本調査地において採集されたフトミミズ科に隠しては，

どの個体も表層種であり，地中種は採集されなかった。こ

れら表層種の偲体数および現在量とシロヨメナの現存量と

の間には有意な正の相関が認められた(額一2)。また，シ

ロヨメナの現存量が増加しでもん層の深さの増加はみら

れなかった(鴎-5)。これらのことと，シロヨメナ型林床

で優占していたヒトツモンミミズやフトスジミミズなどの

表層種は表層でリターを摂食する (Uchidaet al.， 2004 ;金

2007)ことから，表層種にとってのシロヨメナの晴好

性は高いと考えられる。一方，ササ型林床では， 1コドラー

トで 1個体が採集されたのみで(表1)，個体数と現存量

についてもササの現存量とは有意な関係はみられなかっ

た(図-1)。また，ササの現存最が増加するにつれてん層

の深さも有意に増加した(国一5)。これらの結果は，表層

種にとってササは餌資源として不適である可能性を示唆す

る。ミミズ類は，新鮮度の高い薄葉を分解がある程度進ん

でから摂取することが報告されている(青木， 1973)。本

研究の結果，ササの分解率はシロヨメナの半分程度と低い

値を示した(表一2)。したがって，表層種の餌資糠として

ササが不適である要因のーっとしては，ササの分解率の低

さが影響しているかもしれない。また，ササなどのイネ科

の植物は珪素を大量に蓄積しており(八杉， 1996)，一般

に分解されにくい植物と考えられるため，本研究結果はミ

ヤコザサだけでなくその他のササ類の場合にも当てはまる

可能性は高いだろう。ただし，本研究では分解率にしか着

目していなし、。ミミズ類の晴好性が落葉の化学成分と密接

な関係があること(青木， 1973)からも，今後，ササが餌

資源として不適である要因を明らかにするためには，化学

成分にも着目した研究を行うなどさまざまな角度から検討

を行っていく必要がある。

ツリミミズ科の表層性の個体に関しては，ササ型林床で

は11間体も採集されなかったが(罰-3)，シロヨメナ製林

床では偶体数および現存量とシロヨメナの現存震との閣に

有意な正の相関が認められた(間-4)。これらのことから，

ツリミミズ科にとってもフトミミズ科の場合と同様に，サ

サは餌資源として利用しにくく，シロヨメナは科用しやす

いと考えられる。しかし，本研究で採集されたツリミミズ

科はほとんどがサクラミミズであった(表-1)。日本産の

ミミズ類の消化管内容物を測定したUchidaet al. (2004)は，

有機物含有率は，フトミミズ科の表属種の 70~87% に比

ベサクラミミズでは 55%と低いことを報告しており，本

種を地中種に分類している。本研究では，Ao層で採集さ

れた個体を表層性と判断したが，異なる麗位に生息する個

体が異なる餌資源(リターもしくは土壌の有機物)をより

利用しているかどうかについては明らかではない。そのた

め，今後，サクラミミズとササおよびシロヨメナの関係を

明らかにするためには，Ao層および土壌層に生息する個

体の食性を比較するなどの調査が必要で、あろう。

本研究では，フトミミズ科の地中種は採集されず，地中

性のツリミミズ科の個体数および現存量もササおよびシロ

ヨメナの現存量とは有意な関係はみられなかった(図-3，

4)。これらのことは，ササとシロヨメナは地中種にとって

直義的な餌資源にはなっていない可能性を示す。しかし，

ササ型林床に比べシロヨメナ型林床では 3倍以上の個体数

が採集された。これらの要鴎については明らかではないが，

本地域における地中性のツリミミズ科にとっては，ササ型

林床よりもシロヨメナ型林床の方が生息環境として適して

いる可能性が高いと考えられる。

2. 防鹿欄外におけるミミズ類の増加要圏

本研究の結果，ミミズ類は，柵内のササ型林床よりも欄

外のシロヨメナ型林床で個体数，現存量ともに多いこと，

シロヨメナの現存量が多いほど多くササの現存量とは関係

がないことが明らかとなった。奥日光地域の千手ヶ原で

は，シカの食害により 1990年前半にササ類が全面枯死し，

今ではシロヨメナが群生している(長谷川1，2008)。した

がって，シカによりササ類が消失し，シロヨメナが増加し

たことが，本地域の柵外におけるミミズ類増加の主要因で

あることが示唆される。ミミズ類はさまざまな動物種の餌

資源となっているため(青木， 1973;山本， 1994;曽田，

2000) ，榔外のミミズ類の増加はその他の種にも影響を及

ぼしている可能性は高い。今後 これらについて解明する

ことは，生態系の動態を予測しシカの管理手法の方針を提

言していく上でも重要な位置を占めるであろう。

本研究により，ササ類はミミズ類の餌資糠としては不適

である可能性が示唆された。特に，ミヤコザ、サは多くの地

でシカの主要な鮪資源となっているため (Takatsuki，1983， 

1986 ; Yokoyama and Shibata， 1998)，シカの高密度化によ

りササ類が泊失しその他の植物に置き換わっている地域で

は，ミミズ類の現存量に変化が生じている可能性がある。

ミミズ類は植物に対して明確な曙女子性をもつため(青木，

1973)，置き換わった植物の種類によってこれら現存最の

変化の度合いには地域差があるであろう。また，シカによ

るミヤコザサの採食の影響でリターおよび土壌の移動量が

増加していること(古浮ら， 2003)や， ミミズ類の表層種

の生息密度がリター堆積量の流失により低下すること(伊

藤ら， 2007)が報告されている。本調査地は平地が多いた

め，リタ一等の流失によるミミズ類への影響は少ないと考

えられるが，急峻な地形が多い地域や裸地化の進んでいる

地域ではミミズ類が減少している可能性も考えられる。ミ

ミズはその活動によって土壌生態系全体のシステムを大き

く変えてしまうことから生態系改変者と呼ばれており(内

部， 2004)，森林生態系の中で重要な位置を占める種とい

える。したがって，シカの高密度化が進行している地域に

おいて，シカとミミズ類の関係を明らかにすることは，今

後の森林生態系の保全を行っていく上での重要な課題であ

ろう。
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本調査を行うにあたり，宇都宮大学日光自然ふれあいハウスの福間

孝三氏と長谷川康幸氏には，生活の額で大変お世話になった。また，

本論では，宇都宮大学野生鳥獣管理学研究室の学生諸氏が2008年に

行ったシカのどームライト調査のデータを引用させていただいた。植

物の乾燥を行うにあたっては，宇都宮大学の森林生態学脊林学研究室

には大変お世話になった。研究を行うにあたっては，立正大学の小沼

聡美氏には貴重な助言をいただいた。また，原稿について担当綴集委

員と査読者の方々からは数多くの有益なご意見をいただいた。以上の

方々のお力添えがなければ本論の作成には至らなかった。ここに厚く

御礼申し上げる。
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