
Ⅰ．はじめに

日本の南西諸島では，生物相も気候も薩南諸

島内の大隅諸島（種子島・屋久島）と奄美群島

の間のトカラ列島で大きく変化する．したがっ

て，ここには渡瀬線と呼ばれる生物の分布境界

線が引かれ，この線より北側では温帯系（生物

地理区では全北区または旧北区）の生物が圧倒

的に多いのに対し，南では熱帯系（生物地理区

では旧熱帯区または東洋区）の生物が多くなる

（宮本 2010）．

また，渡瀬線以南の南西諸島には，多くの固

有分類群が存在する．150万年前にアジア大陸

から切り離され（Osozawa et al. 2012），隔離さ

れた状態で進化がおこったためである．世界的

に見ると乾燥気候が卓越する亜熱帯において例

外的に湿潤な気候を持つため，照葉樹林が存続

し続け，上記の固有生物の生息場所となってき

た．これらの理由から，まとまった面積の森林

を持つ奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島

が，2018年にも世界自然遺産に登録される見

込みである．

南西諸島では，沖縄諸島と先島諸島の間（慶

良間海裂）でも生物相が大きく変化し，ここに

引かれる生物の分布境界線を蜂須賀線（慶良間

ギャップ）という．渡瀬線と蜂須賀線の間に位

置する奄美群島と沖縄諸島は生物相の共通性が

高く，生物地理学の区分で中琉球と呼ばれる．

哺乳類・鳥類を例に取ると，中琉球の固有分類

群には，トゲネズミ属 Tokudaia（奄美大島・徳

之島・沖縄島に 1種ずつ）・ケナガネズミ
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カメラトラップによる動物調査もおこなった．その結果，両島の山地に残された原生的照葉樹林は，多
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Diplothrix legata・ワタセジネズミ Crocidura 

horsfieldii watasei（固有亜種）があり，奄美大島・

徳之島だけの固有種には，アマミノクロウサギ

Pentalagus furnessi・オリイジネズミ Crocidura 

orii・アマミヤマシギ Scolopax mira（沖縄諸島

でも繁殖の可能性あり）があり，奄美大島だけ

の固有種（亜種）にはルリカケス Garrulus 

lidthi（加計呂麻島・請島にも分布）・オオトラ

ツグミ Zoothera major・オーストンオオアカゲ

ラ Dendrocopos leucotos owstoni（固有亜種）が

ある（阿部 2005；奄美野鳥の会 2009）．

奄美群島の奄美大島と徳之島は，渡瀬線以南

の南西諸島の非火山性高島の中でもっとも北方

に位置し，しかも，600 m以上の山を持つ点で

ユニークである．奄美大島の最高峰は湯湾岳

（694 m），徳之島の最高峰は井之川岳（645 m）

であり，これは沖縄県の島々が 600 mに達しな

い（沖縄島・石垣島・西表島の最高峰は，それ

ぞれ，与那覇岳 503 m，於茂登岳 526 m，古見

岳 470 m）のと対照的である．

渡瀬線は生物の分布境界線であると同時に気

候の境界線でもある．暖かさの指数によると，

屋久島の南部海岸とトカラ列島口之島の北端を

境界として，それより北は暖温帯，南は亜熱帯

である（堀田 2013；米田 2016）．現在サンゴ礁

が発達するのも，隆起サンゴ礁由来の石灰岩が

広範に分布するのも，トカラ列島までである．

しかし，標高があがると気温が低下するため，

奄美大島と徳之島の山地は暖かさの指数でいえ

ば暖温帯に属する．気象庁の名瀬と伊仙におけ

る平年値（1981～ 2010年）から気温逓減率を

100 mあたり 0.6 ℃として計算すると亜熱帯と

暖温帯の境界（暖かさの指数 180 ℃）は，奄美

大島では 280 m，徳之島では 305 mとなる．沖

縄県では海岸部の気温が高く山の高さも低いた

め，暖温帯に属する標高帯は沖縄島では 440 m

以上の山頂部のみで，石垣島・西表島には存在

しない．奄美大島と徳之島は島内で亜熱帯から

暖温帯への変化が顕著に見られる点でもユニー

クである．

本研究は，奄美群島の異なる標高の原生的森

林において，その基盤をなす樹木群集の種組成・

構造と大型脊椎動物（哺乳類・鳥類）の分布状

況を明らかにすることを目的とした．

Ⅱ．植生調査

1. 方法

これまで奄美群島で植物社会学的研究は多数

おこなわれてきたが，毎木調査による研究は少

なく調査区面積は最大でも 0.15 ha（50 m× 30 

m）と小さいものがほとんどであった（寺師

1983；清水ほか 1988；田川ほか 1989；Hara et 

al. 1996；寺田 2007；寺田ほか 2010）．大面積

調査区によるものは奄美大島金作原（100 m四

方，1 ha，標高 300～ 350m；石田ほか 2008）

と徳之島三京（200 m四方，4 ha，標高 200 m；

米田 2016；鵜川 2016）の 2か所の原生的森林（非

石灰岩地）のみであり，奄美群島の多様な森林

の特徴を把握するにはまだ不十分である．

そこで，これら既存の大面積調査区と異なる

地域・標高の山地（非石灰岩地）の原生的森林

に比較的大面積（0.25 ha，50 m四方）の調査

区を設けて，胸高直径 2 cm以上の樹木につい

て毎木調査をおこなった．両島の最高峰，湯湾

岳と井之川岳を含む山域の国有林で伐採記録の

ない林分を 2つずつ選んだ．すなわち，奄美大

島の神屋（標高 400 m），湯湾岳（600 m），徳

之島の剥岳（350 m），井之川岳（500 m）である．

調査地の基岩はいずれも堆積岩であるが，徳之

島の 350 m地点のみ蛇紋岩の可能性がある（後

述）．いずれの調査地も暖かさの指数を推定す

ると 180 ℃以下となり，暖温帯に属することに

なる．

奄美大島金作原と沖縄島与那のデータは，環
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境省のモニタリングサイト 1000の 1 ha調査区

のデータを利用した（Enoki 2003；石田ほか 

2008）．

2. 結果と考察

1）種組成

各調査区で 1000本以上の樹木が調査され，4

調査区を合わせると 6390本，87種の樹木が出

現した（図 1）．調査区あたりの樹木の種数を

比べると，標高が上がると減少し，奄美大島の

方が徳之島より多い傾向があった．ただし，本

数あたりの種数を計算すると，徳之島の方が大

きくなる．

4調査区全てに出現したのは 19種であった．

本数が多いのはモクタチバナ Ardisia sieboldii・

タイミンタチバナ Myrsine seguinii・イスノキ

Distylium racemosum・ ス ダ ジ イ Castanopsis 

sieboldii・ホソバタブ Persea japonicaなど屋久

島以北の照葉樹林でも優占する種群であり，屋

久島以北に分布しないのはシマミサオノキ

Randia canthioides・ ア カ ミ ズ キ Wendlandia 

formosana・アマミヒサカキ Eurya osimensis・

アマシバSymplocos microcalyxの4種のみであっ

た． 

中標高（奄美大島 400 m・徳之島 350 m）の

みに出現したのは 31種で，両島とも出現した

のは 3種（クチナシ Gardenia jasminoides・フ

シノハアワブキ Meliosma pinnata・シャリンバ

イ Rhaphiolepis indica）のみであり，そのほか
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19種
（モクタチバナ・タイミン
タチバナ・イスノキ・スダ
ジイ・ホソバタブ・シマミ
サオノキ・アカミズキ・ア
マミヒサカキ・アマシバ
など）

2種
（クチナシ・ヤンバルアワブキ）

11種
（オキナワウラジロガシ・
アカハダクスノキ・クスノ
ハガシワ・ハマイヌビワ・
ギョボク・ホソバムクイヌビ
ワなど）

10種
（ミヤマハシカンボク・

シマウリカエデ・リュウ
キュウアリドオシ・シマサ
ルスベリ*など）

3種
（サザンカ・ハマヒサカキ・
オキナワイボタ）

8種
（シキミ・オオシマガ
マズミ・シバニッケイ・
ミヤマシロバイ・ヤマ
グルマなど）

2種
（トカラアジサ
イ・ユズリハ）

6種
（イジュ・ナカハラクロキ・
ナギなど）

3種
（アマミアラカシ・
シロダモ・ニッケイ）

奄美大島 600 m
WI = 157℃
2118本，47種

奄美大島 400 m
WI = 171℃
1468本，57種

徳之島 350 m
WI = 177℃
1194本，48種

徳之島 500 m
WI = 166℃
1615本，44種

図 1　奄美大島と徳之島に設定した 4つの面積 0.25 haの毎木調査区（胸高直径 2 cm以上）に出現した樹種．＊を付したシマ

サルスベリは調査区のすぐ外側に生育．調査区の標高，暖かさの指数（WI）の推定値，調査区あたりの本数と種数も示す．



奄美大島ではミヤマハシカンボク Blastus 

cochinchinensis，徳之島ではオキナワウラジロ

ガシ Quercus miyagiiの本数が多かった．ミヤ

マハシカンボクは奄美群島の標高 100～ 450 m

に分布するとされるケハダルリミノキ

Lasianthus fordii var. pubescens―スダジイ群集

（宮脇 1989）の標徴種である．ただし，奄美大

島の 400 m調査区のすぐ外側には，奄美群島の

標高 300～ 600 mに分布するとされるアマミテ

ンナンショウ Arisaema heterocephalum―スダジ

イ群集の標徴種であるシマサルスベリ

Lagerstroemia subcostataが生育していた．した

がって，奄美大島 400 m調査区は，ケハダルリ

ミノキ―スダジイ群集とアマミテンナンショウ

―スダジイ群集の両者に相当すると考えられ

る．一方，オキナワウラジロガシは比較的低標

高（500 m以下）の斜面中部～谷部に分布する

オキナワウラジロガシ群集の標徴種であり，徳

之島 350 m調査区はオキナワウラジロガシ群集

に相当する．

山頂部（奄美大島 600 m・徳之島 500 m）の

みに出現したのは 13種で，そのうち両島とも

出 現 し た の は 3 種（ サ ザ ン カ Camellia 

sasanqua・ハマヒサカキ Eurya emarginata・オ

キナワイボタ Ligustrum liukiuense）だけであっ

た．そのほか奄美大島ではシキミ Illicium 

anisatum・オオシマガマズミ Viburnum tashiroi・

シバニッケイ Cinnamomum doederleinii・ミヤマ

シ ロ バ イ Symplocos confusa・ ヤ マ グ ル マ

Trochodendron aralioidesなど 8種が出現し，徳

之島ではトカラアジサイHydrangea kawagoeana 

var. kawagoeana・ ユ ズ リ ハ Daphniphyllum 

macropodumの 2種が出現した．ハマヒサカキ

とミヤマシロバイはアマミヒイラギモチ Ilex 

dimorphophylla―ミヤマシロバイ群集の標徴種

であり，トカラアジサイとユズリハは地理的群

集区分種とされる．したがって，奄美大島 600 

m調査区と徳之島 500 m調査区は，ともにア

マミヒイラギモチ―ミヤマシロバイ群集に相当

する．サザンカ・シキミ・ヤマグルマ・ユズリ

ハは九州や屋久島の山地照葉樹林にも多い種で

あり，奄美群島と屋久島以北の山地の間の連続

性を示す例である．他方，ミヤマシロバイは熱

帯アジア・ニューギニアから台湾にかけての熱

帯・亜熱帯山地林（雲霧林）に分布し，奄美大

島が分布北限（沖縄島と徳之島にも分布；初島・

天野 1994）であり，イジュ Schima wallichiiと

ともに奄美群島と熱帯の山地林の連続性を示す

例である（迫 1966）．なお，奄美大島 600 m調

査区には，ケハダルリミノキ―スダジイ群集（標

高 100 ～ 450 m に 分 布 ） の 標 徴 種 ナ ギ

Podocarpus nagiとリュウキュウアリドオシ

Damnacanthus biflorus（胸高直径 2 cm以下）が

出現し，これら 2種を当該群集の標徴種とする

のは不適切なことを示す．

奄美大島の 2調査区のみに出現したのは 6種

（イジュ・ナカハラクロキ Symplocos nakaharae・

ナギなど），徳之島の 2調査区のみに出現した

のは 3種（アマミアラカシ Quercus glauca var. 

amamiana・シロダモ Neolitsea sericea・ニッケ

イ Cinnamomum sieboldii）であった．ニッケイ

は徳之島・沖縄島・久米島・石垣島のみに固有

という奇妙な分布を示し，人為導入の可能性も

考えられる．

2）森林構造

九州や屋久島の照葉樹原生林と比べると，奄

美群島以南の南西諸島の森林は概して巨木が少

なく構造が貧弱である．高い山がない島々なの

で隅々まで伐採が及んでいるためなのか，それ

とも台風や冬の季節風の影響のためなのか．調

査地の森林は奄美大島と徳之島の標高 300 m以

上の国有林ではもっとも原生的であるが，九州

や屋久島に残存する照葉樹原生林と比べると大

径木の数が少なく小径木の数が多い．
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伐採などの撹乱を受けた後に再生した二次林

では，樹木の平均サイズは増加する一方，面積

あたりの本数は減少する．森林の最上層（林冠）

に樹冠を持つ樹木は太陽光を優先的に浴びて大

きく成長する一方で，下層の日陰に樹冠がある

樹木は，耐陰性の強い低木性樹種を除いて枯れ

ていく．したがって，遷移の進行とともに，林

冠を構成する大径木が増え，下層の中～小径木

が減少することが予測される．甲山ほか（1994）

は，屋久島の照葉樹二次林を調査し，林分の最

大胸高直径が発達段階を表す指標となることを

指摘した．

いずれも中琉球に属し種組成が似ている奄美

大島・徳之島・沖縄島の森林を，標高 500 m以

上（山頂部）と標高 400 m以下（山地中腹）に

分けて，最大直径が大きくなる順（すなわち，

遷移の進行順）に並べると図 2のようになる．

今回調査された森林は，これまで中琉球で調査

された標高 400 m以下の森林の中では比較的遷

移が進んでいると考えられる．

3）優占種

中琉球の 6調査区に出現する樹種の胸高断面

積を見ると，遷移の進行とともにスダジイとイ

ジュの優占度が低下し，イスノキ・カシ類（オ

キナワウラジロガシ・アマミアラカシ・ウラジ

ロガシ Quercus salicina）の優占度が増加する傾

向が読み取れる（図 3）．九州・屋久島の照葉

樹林でも，遷移が進んだ森林では通常スダジイ

よりもイスノキ・カシ類の優占度が高いのと共

通する現象である．このように毎木調査の結果，
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徳之島
350 m

徳之島
500 m

奄美大島金作原
350 m

沖縄島与那
300 m

Lo
g 

(幹
密
度

+1
) (

ha
-1

)

奄美大島
600 m

奄美大島
400 m

胸高直径 (cm)

2591

2616

2658

3043

3348

4704

図 2　中琉球（奄美群島・沖縄諸島）に設定された 6個の毎木調査区の胸高直径階分布（胸高直径≧ 5 cm）．縦軸は対数表示で

あることに注意．図中の数字は 1 haあたりに換算した樹木本数を示す．
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思いのほか日本本土と共通性があることがわ

かった．

奄美大島の調査区ではスダジイとイジュの優

占度が高く，オキナワウラジロガシは出現しな

かった．徳之島の調査区ではスダジイの優占度

は低く，イジュとウラジロガシは出現しなかっ

た．そのかわりに徳之島 350 mではオキナワウ

ラジロガシとアマミアラカシ，500 mではイス

ノキの優占度が高い．奄美大島ではスダジイと

イジュの優占度は二次遷移中期（伐採後 20～

50年）で高く老齢林では低く，老齢林ではイ

スノキの優占度が（少なくとも高木層において）

高まる傾向がある（寺師 1983；清水ほか

1988）．屋久島でも二次林ではスダジイの優占

度が高いが，老齢林ではイスノキの優占度の方

が高くなる（Aiba et al. 2001）．以上のことから，

奄美大島の森林の方が徳之島の森林より二次林

的であり，過去に人為の影響をより強く受けて

いる可能性がある．奄美大島にオキナワウラジ

ロガシが少ない理由は不明であるが，人為の影

響も考えられる．

なお，徳之島 350 m調査区は徳之島の低地石

灰岩地で優占するアマミアラカシが優占度第 2

位であるほか，アカハダクスノキ Beilschmiedia 

erythrophloia・ ク ス ノ ハ ガ シ ワ Mallotus 

philippensis・ハマイヌビワ Ficus virgata・ギョ

ボク Crateva formosensis・ホソバムクイヌビワ

Ficus ampelasなど南西諸島の石灰岩地を特徴

づける種が出現する．近くに蛇紋岩の露頭があ

ることから，本調査区の基岩にも蛇紋岩が混

じっている可能性がある．ただし，アマミアラ

カシは基岩が堆積岩の 500 m調査区にも出現す

る．

一方，本数の優占度を見ると，遷移のより初

図 3　中琉球 6調査区における上位 3種とウラジロガシの相対胸高断面積
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期に相当する沖縄島 300 m・奄美大島 350 m・

奄美大島 600 mではスダジイ・イジュ・タイミ

ンタチバナ・イヌマキ Podocarpus macrophyllus・

サクラツツジ Rhododendron tashiroiが多く，遷

移がより進んだ段階に相当する奄美大島 400 

m・徳之島 350 m・徳之島 500 mではイスノキ・

モクタチバナ・ショウベンノキ Turpinia ternata

が多くなっていた（図 4）．胸高断面積で上位

に位置していたカシ類は，大径木はあっても小

径木が少ないため図には示されていない．

想定される遷移系列に従ってスダジイ・イ

ジュが減りイスノキが増える点は胸高断面積の

優占度と共通するが，その他の樹種の本数の優

占度の傾向は，遷移では説明できないと思われ

る．現地での観察および南西諸島での先行研究

によると，スダジイ・イジュ・タイミンタチバ

ナ・イヌマキ・サクラツツジは尾根に多く出現

し，イスノキ・モクタチバナ・ショウベンノキ

は谷に多く出現する傾向がある（Hara et al. 

1996；Aiba et al. 2001；Enoki 2003；Tsujino et 

al. 2006；Tsujino and Yumoto 2007）．イスノキは

屋久島と沖縄島では尾根に多い（Enoki 2003；

Tsujino and Yumoto 2007）のに対し，奄美大島

では谷に多い（Hara et al. 1996）．ただし，屋久

島でイスノキがスダジイと共存する場合は，ス

ダジイは尾根，イスノキは谷に出現し，これは

奄美大島と同じ傾向である（Aiba et al. 2001）．

したがって，沖縄島 300 m→奄美大島 350 m→

奄美大島 400 m→徳之島 350 m（標高 400 m以

下），および奄美大島 600 m→徳之島 500 m（標

高 500 m以上）という遷移系列は，尾根的な地

形から谷的な地形へと変化する地形傾度の系列
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図 4　中琉球 6調査区における上位 3種の幹数相対値
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でもあり，谷的な地形では風当たりが弱いため

に強風による撹乱が少なく，そのために遷移が

より進んだ状態に達しているのだと解釈でき

る．

上記の解釈は異なる調査区間の比較に基づく

が，徳之島三京の 4 ha調査区内の異なる地形

の比較からも同様の解釈が得られる（米田

2016）．その調査区では，尾根でスダジイ，谷

でオキナワウラジロガシが優占し，スダジイは

強風撹乱による高い死亡率を高い萌芽能力で

補って個体群を維持していると推定されてい

る．強風を受けやすい尾根では森林が絶えず破

壊され，スダジイが優占する遷移初期の状態が

スダジイの萌芽再生により維持されるのに対

し，撹乱を受けにくい谷部では遷移が進んでオ

キナワウラジロガシが優占していると解釈でき

る．

以上のことから，奄美群島以南の南西諸島の

森林が概して貧弱な構造を示すことは，人為の

影響のためだけでなく，台風・季節風等による

強風により頻繁にさらされるためでもあること

が示唆される．

Ⅲ．動物調査

1. 方法

カメラトラップによる野生動物の生息調査

は，2017年 1月 27日から 9月 21日まで，奄

美大島 2地点（神屋，湯湾岳）および徳之島 2

地点（三京，井之川岳）で行った．各地点にお

いて，原生的森林内に直線 500 mの調査路を設

定し，100 mおきに合計 6台の赤外線自動撮影

カメラ（Ltl-6210MC 850NM, Ltl Acorn Electronics）

を地上から約 60 cmの高さで設置した．調査路

は，緩やかな斜面でできるだけ標高の変化がな

いように，GIS （ArcMap 10.2.1, ArcGIS）を用い

てあらかじめ設定し，カメラを各設置ポイント

付近（10m以内）の獣道上に設置した．各地点

における調査路の標高は神屋 400 m，湯湾岳

590 m，三京 220 m，井之川岳 470 mであった．

このうち，神屋・湯湾岳・井之川岳の調査路は，

毎木調査区に近接した場所である．剥岳の毎木

調査区は若齢二次林に隣接するので，1.5 kmほ

ど北西に位置する三京に調査路を設置した．撮

影条件はビデオモードで 30秒間とし，インター

バルを 5分間とした．

2. 結果

各地点における分類群ごとの撮影頻度を図 5

に示した．撮影頻度はカメラ・日あたりの撮影

回数とし，同種の複数個体が同時に撮影された

場合も 1回としてカウントした．異なる種が同

時に撮影された場合はそれぞれの種で 1回とし

てカウントした．4地点を合わせた分類群ごと

の撮影回数は，哺乳類（ヒトを除く）1361回，

鳥類 1298回，爬虫類 2回，昆虫 3回，不明 78

回であった．撮影頻度は奄美大島（神屋，湯湾

岳）に比べ，徳之島（三京，井之川岳）の方が

高い傾向がみとめられた．とくに，三京では鳥

類の撮影頻度が高く，井之川岳では哺乳類の頻

度が高かった．外来種については，頻度は低い

ものの，井之川岳でイヌ Canis familiarisが 5回，

三京でイヌが 1回，湯湾岳でネコ Felis catusが

2回撮影された．特定外来生物に指定され，奄

美大島で生息が確認されているフイリマングー

ス Herpetes auropunctatus（環境省 2016）は撮

影されなかった．

撮影された動物種を表 1に示した．哺乳類で

は，奄美群島固有種であるアマミノクロウサギ

が全ての調査地点において撮影された．アマミ

ノクロウサギはいずれの島においても，高標高

の湯湾岳および井之川岳の方が神屋および三京

よりも高頻度で撮影された．また，それぞれの

島の固有種アマミトゲネズミT. osimensis ある

いはトクノシマトゲネズミ T. tokunoshimensis

も撮影された．リュウキュウイノシシ Sus 
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scrofa riukiuanusは全ての調査地点で撮影され

た．

鳥類は奄美大島より徳之島の方が撮影頻度が

高く（図 5），三京および井之川岳のいずれに

おいてもアカヒゲ Erithacus komadoriの撮影頻

度が最も高かった．一方，奄美大島では，ルリ

カケス（固有種），オオトラツグミ（固有種ま

たは固有亜種）およびオーストンオオアカゲラ

（固有亜種）が撮影され，これらの種は徳之島

では撮影されなかった．また，奄美群島固有種

のアマミヤマシギは 4つの調査地点全てにおい

て撮影された．

以上のように，両島の山地に残された原生的

照葉樹林は，多数の固有種（亜種）を含む哺乳

類・鳥類の生息地となっていることが確認され

た．
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図 5　カメラトラップ調査における各調査地点の分類群別撮

影頻度．イヌ・ネコ，昆虫，爬虫類は撮影頻度が低いため図

では見えない．

表 1　カメラトラップ調査において撮影された動物種．1，奄

美群島固有種（亜種）．2，外来種．表１ カメラトラップ調査において撮影された動物種 

分類群 和名 学名 

哺乳類 リュウキュウイノシシ Sus scrofa riukiuanus 

 アマミノクロウサギ 1 Pentalagus furnessi 

 アマミトゲネズミ 1 Tokudaia osimensis 

 トクノシマトゲネズミ 1 Tokudaia tokunoshimensis 

 ケナガネズミ 1 Diplothrix legata 

 ネズミ科（種不明） Muridae 

 トガリネズミ科（種不明） Soricidae 

 イヌ 2 Canis familiaris 

 ネコ 2 Felis catus 

鳥類 アマミヤマシギ 1 Sclopax mira 

 ツミ Accipiter gularis 

 ルリカケス 1 Garrulus lidthi 

 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos 

 キジバト Streptopelia orientalis 

 カラスバト Columba janthina 

 オーストンオオアカゲラ 1 Dendrocopos leucotos owstoni 

 コゲラ Dendrocopos kizuki 

 オオトラツグミ 1 Zoothera major 

 トラツグミ Zoothera douma 

 アカヒゲ Erithacus komadori 

 シロハラ Turdus pallidus 

 シジュウカラ Parus major 

 ヤマガラ Parus varius 

 ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis 

 メジロ Zesterops japonicus 

 ヤイロチョウ Pitta nympha 

爬虫類 ブラーミニメクラヘビ 2 Indotyphlops braminus 

 トカゲ亜目 Lacertilia 

1 奄美群島固有種（固有亜種） 

2 外来種 
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Basic study on the forest ecosystems in Amami Islands, a World 
Natural Heritage candidate, Kagoshima, Japan

AIBA Shin-ichiro, FUJITA Shiho, SUZUKI Mariko, 
UGAWA Shin, KAWANISHI Motohiro and SUZUKI Eizi

We conducted the fieldwork in the tree census plots of old-growth forests on the islands of Amami-Oshima and 
Tokunoshima, both of which are World Natural Heritage candidates, Amami Islands, Kagoshima Prefecture, Japan. 
We compared four plots, two on each island at different altitudes, for trees ≥ 2 cm diameter at breast height in an 
area of 0.25 ha. The high-altitude plots on both islands correspond to Ilici dimorphophyllae-Symplocetum confusae 
community, a mid-altitude plot on Amami-Oshima corresponds to Lasiantho-Castanopetum sieboldii and 
Arisaemato heterocephali-Castanopetum sieboldii communities, and a mid-altitude plot on Tokunoshima 
corresponds to Quercetum miyagii community. Comparison of these plots with the previous studies suggests that the 
dominant species will change from Castanopsis sieboldii to Distylium racemosum and Quercus spp. with the 
advancement of vegetation succession. We also studied animals around the above plots by using a camera trap 
method. The results indicated that the old-growth forests on Amami-Oshima and Tokunoshima serve as habitats for 
mammals and birds including many endemics.
Keywords: Nansei Islands, Biodiversity, Vegetation, Mammals, Birds, Endemics
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