
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（悪石島と小宝島の間）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；鈴木・

宮本 2018）．

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

は，2017年に日本政府から世界自然遺産に推

薦された．推薦区域の区割りの問題から 2018

年 5月にいったん推薦は取り下げられたが，

2019年に再推薦される予定であり，最短で

2020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
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世界自然遺産候補地となっている鹿児島県奄美群島の奄美大島と徳之島の原生的照葉樹林において，
毎木調査区を用いた植生調査をおこなった．本報告書では，このうち，奄美大島西部の標高 400 mと 600 
mに設定した 2つの 1ヘクタールの毎木調査区の概要について，奄美大島中部（標高 330 m）の既存の 1
ヘクタール調査区と比較しながら報告した．調査対象樹木の下限直径は 4.8 cmである．本研究の 2調査
区はスダジイ・イジュの優占度が低く，イスノキ・ウラジロガシ等の優占度が高いことから，遷移がよ
り進んだ状態にあるとみなせた．3つの 1ヘクタール調査区の間に見られる変異は，標高・地形・撹乱の
程度などにより説明されると考えられた．また，奄美大島・徳之島の植生調査区の周辺で，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，多くの固有種を
含む哺乳類・鳥類の生息場所となっていることが示された．
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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

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）．

南西諸島の島々を，地形と地質に基づき火山

性高島・非火山性高島・低島に分類すると，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（相場 2018）．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．ただし，本報

告書では，植生調査については奄美大島で行っ

た調査の結果のみについて報告する．

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中部の金作原（100 

m四方，1 ha，標高 330 m；石田ほか 2008；石

原ほか 2010）と徳之島南部の三京（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，奄美大島西部山地（非石灰岩地）の

国有林で伐採記録のない原生的森林を選んで，

2標高点（400 mと 600 m）に比較的大面積（1 

ha，100 m四方）の調査区を設けて，胸高直径 4.8 

cm（周囲長 15 cm）以上の樹木について毎木調
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査をおこなった．地形測量によると，これらの

調査区は尾根と谷を含むが，400 m（神屋）で

は谷的な地形が広く含まれるのに対し，山頂部

に位置する 600 m（湯湾岳）では平尾根状の地

形が卓越し，谷的な地形はわずかしか含まれな

い．これらの調査区のうち，0.25 ha（50 m四方）

の部分については，胸高直径 2 cm（周囲長 6.2 

cm）以上の樹木が調査され，その概要につい

ては相場（2018）で報告されている．調査地の

基岩はいずれも堆積岩で，400 mでは泥岩及び

粘板岩（付加コンプレックス基質），600 mで

はチャートである（竹内 1993；産業技術総合

研究所地質調査総合センター 2018）．最寄りの

気象庁観測点である古仁屋（標高 2 m）の月平

均気温平年値から 100 mあたり 0.6 ℃という気

温逓減率を用いて暖かさの指数を推定すると，

400 mで 171 ℃，600 mで 157 ℃となり，いず

れも暖温帯（85 ℃以上 180 ℃以下）に属する

ことになる．

以上 2調査区（400 mと 600 m）のデータを，

環境省のモニタリングサイト 1000に含まれる

奄美大島金作原（330 m）の 1 ha調査区のデー

タと比較した（石田ほか 2008，石原ほか

2010）．金作原の地質は 400 m調査区と同じ（産

業技術総合研究所地質調査総合センター

2018），暖かさの指数は 176 ℃である（名瀬の

月平均気温平年値から推定）．

2. 結果と考察

1）種組成

400 m で 2652 本 64 種，600 m で 3813 本 53

種の樹木が調査され，330 mの 3034本 55種と

合わせると 9499本，81種の樹木が出現した（図

1）．これはホソバハマセンダン（ナガバハマセ

ンダン）Euodia ailanthifoliaとハマセンダン

Euodia glaucaを別種として扱った場合（堀田

2004，2013）であり，この 2種を同種（別変種；

大川・林 2016）とみなすと総種数は 80種となる．

本数あたりの種数を計算すると，400 m＞ 330 

m＞ 600 mという順になり，調査区あたり種

数と同じ順になった．
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図 1　奄美大島に設定された面積 1 haの毎木調査区に出現した樹種．胸高直径 4.8 cm以上の樹木を調査した．

33種
（タイミンタチバナ・スダ
ジイ・モクタチバナ・イス
ノキ・サクラツツジ・アデ
ク・コバンモチ・イジュ・
ナギc1など）

11種
（ボチョウジ・トキワガキc1・
ヤブツバキ・イヌマキ・リュウ
キュウモチ・モクレイシ・シャ
リンバイ・トベラ・シマウリカエ
デ・ハゼノキ・イイギリ）

7種
（ハマヒサカキd・シバ

ニッケイ・シキミ・サザ
ンカ・オキナワイボタ・
オオシマガマズミ・ヒイ
ラギズイナ）

6種
（ミヤマシロバイd・ヤマグルマ・ギーマ・
オガタマノキ・シロダモ・ボロボロノキ）

4種
（シシアクチ・ヤマビワ・
ナンバンアワブキ・
ホソバハマセンダン）

湯湾岳 600 m
WI = 157℃
3813本，53種

金作原 330 m
WI = 176℃
3034本，55種

神屋 400 m
WI = 171℃
2652本，64種

13種
（アオキ・シマイズセン
リョウ・オオシイバモ
チ・バクチノキ・ヘゴ・ヒ
カゲヘゴ・ハドノキ・シ
マサルスベリc2・ヤン

バルアワブキ・ハマセ
ンダン・イヌビワ・クサ
ギ・カラスザンショウ）

7種
（クロキ・サンゴジュ・
バリバリノキ・ショウベ
ンノキ・ホソバタブ・ミミ
ズバイ・アカメガシワ）

c1, ケハダルリミノキ−スダジイ群集
（100〜450m）の標徴種
c2, アマミテンナンショウ−スダジイ群集
（300〜600m）の標徴種
d, アマミヒイラギモチ−ミヤマシロバイ群集
（山頂部）の標徴種



4調査区全てに出現したのは 33種であった．

本数が多いのはタイミンタチバナ Myrsine 

seguinii・スダジイ Castanopsis sieboldii・モクタ

チバナ Ardisia sieboldii・イスノキ Distylium 

racemosum・ サ ク ラ ツ ツ ジ Rhododendron 

tashiroi・アデク Syzygium buxifolium・コバンモ

チ Elaeocarpus japonicusなど屋久島以北の照葉

樹林にも出現する種群であり，屋久島以北に分

布しないのはイジュ Schima wallichii subsp. 

noronhae・アカミズキ Wendlandia formosana・

シマミサオノキ Randia canthioides・アマシバ

Symplocos microcalyx・アマミヒサカキ Eurya 

osimensis・ムッチャガラ Ilex maximowicziana 

subsp. kanehirae・ ウ ラ ジ ロ カ ン コ ノ キ

Glochidion acuminatumの 7種のみであった．

600 mのみに出現したのは，6種（ミヤマシ

ロ バ イ Symplocos confusa・ ヤ マ グ ル マ

Trochodendron aralioides・ ギ ー マ Vaccinium 

wrightii・オガタマノキ Michelia compressa・シ

ロダモ Neolitsea sericea・ボロボロノキ Schoepfia 

jasminodora）であり，このうちミヤマシロバ

イとヤマグルマは奄美大島（および奄美大島以

南の南西諸島）では山頂部に分布が限定される

種である．同じく奄美大島の山頂部を特徴付け

る種のうち，ハマヒサカキ（マメヒサカキ）

Eurya emarginata・シバニッケイ Cinnamomum 

doederleinii・シキミ Illicium anisatum・サザン

カ Camellia sasanqua・ オ キ ナ ワ イ ボ タ

Ligustrum liukiuense・ オ オ シ マ ガ マ ズ ミ

Viburnum tashiroiは，600 mと 330 m調査区に

共通して出現し，330 m調査区は比較的低標高

にありながら，山頂部植生の要素を含んでいた．

一方，600 mと 400 mに共通して出現する 7種

（ナカハラクロキ Symplocos hakaharae・サンゴ

ジュ Viburnum odoratissimum・バリバリノキ

Litsea acuminata・ シ ョ ウ ベ ン ノ キ Turpinia 

ternata・ホソバタブ Persea japonica・ミミズバ

イ Symplocos glauca・アカメガシワ Mallotus 

japonicus）のうち，3種（バリバリノキ・ショ

ウベンノキ・ホソバタブ）は谷的な地形に多く

出現する種で，1種（ナカハラクロキ）は尾根

に多く出現する種であった．

低標高（330 m・400 m）のみに出現したの

は 28種で，そのうち両調査区とも出現したの

は 11種，330 mのみ出現したのが 4種（シシ

アクチ Ardisia quinquegona・ヤマビワ Meliosma 

rigida・ナンバンアワブキMeliosma squamulata・

ホソバハマセンダン），400 mのみ出現したの

は 13種であった．400 mのみ出現した 13種の

うち，8種（ヘゴ Cyathea spinulosa・ヒカゲヘ

ゴ Cyathea lepifera・ ハ ド ノ キ Oreocnide 

pedunculata・カラスザンショウ Zanthoxylum 

ailanthoides・ハマセンダン・イヌビワ Ficus 

erecta・クサギ Clerodendrum trichotomum・ヤン

バルアワブキ Meliosma arnottiana）は撹乱依存

性の種であった．低標高のみに出現した 28種

のうち，4種（アオキ Aucuba japonica・シマイ

ズセンリョウ Maesa perlarius・ボチョウジ

Psychotoria rubra・シシアクチ）は低木性樹種で，

このうちシマイズセンリョウ以外の 3種は 600 

m調査区にも直径 4.8 cm未満の個体が生育し

ていた．

植物社会学的研究によると，奄美大島の原生

的森林は，標高 100～ 450 mのケハダルリミノ

キ Lasianthus fordii var. pubescens―スダジイ群

集，標高 300～ 600 mのアマミテンナンショウ

Arisaema heterocephalum―スダジイ群集，山頂

部のアマミヒイラギモチ Ilex dimorphophylla―

ミヤマシロバイ群集に分類される（宮脇 

1989）．本研究の調査区を見ると，ケハダルリ

ミノキ―スダジイ群集の標徴種トキワガキは

330 mおよび 400 m調査区に出現し，アマミテ

ンナンショウ―スダジイ群集の標徴種シマサル

スベリ Lagerstroemia subcostataは 400 m調査区
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のみに出現した．また，アマミヒイラギモチ―

ミヤマシロバイ群集の標徴種のうち，ミヤマシ

ロバイは 600 m調査区のみに出現し，ハマヒサ

カキは 600 mと 330 m調査区に出現していた．

以上のことから，本研究の結果は従来の植物社

会学的研究と矛盾しないが，1 haという大面積

には複数の植物社会学的群集（比較的小面積の

調査区による）が含まれるという解釈ができる

かもしれない．ただし，標高 100～ 450 mのケ

ハダルリミノキ―スダジイ群集の標徴種とされ

るナギ Podocarpus nagiは 600 m調査区を含め

た 3調査区すべてに出現することから，ナギを

ケハダルリミノキ―スダジイ群集の標徴種とす

るのは不適切と考えられる．

2）森林構造

胸高断面積は，330 mで 60.2 cm2 m-2，400 m

で 57.5 cm2 m-2，600 mで 61.8 cm2 m-2 であり，

調査区間に目立った違いはなかった．一方，調

査区あたりの本数は，330 mで 3034本，400 m

で 2652本，600 mで 3818本であり，大きく異

なった．600 m調査区は山頂部に位置し，おそ

らく風当たりが強いために，特に尾根上では樹

高が低く，小径木の割合が高い風衝低木林のよ

うな相観を呈していた（図 2）．400 mと 600 m

調査区の一部では樹高を測定したが，最大樹高

は 400 mで 20.6 m，600 mで 14.5 mであった．

330 mと 400 mを比べると，標高がやや高い

400 mのほうが本数が少なく，先述のとおり撹

乱依存性樹種を多く含むものの，調査区全体と

しては遷移がより進んだ段階にあると考えられ

た．

大径木を見ると，600 mのみに出現したヤマ

グルマ（最大胸高直径 96.8 cm）を除くと，各

調査区で最も太い木はスダジイであり，いずれ

も胸高直径 70 cmを超えていた．九州や屋久島

の原生的照葉樹林で優占種となるイスノキとウ

ラジロガシは，400 mではそれぞれ胸高直径 60 

cmと 70 cmを超えていたが，330 mと 600 m

ではそれぞれ直径 60 cmと 40 cmに達していな

かった．逆に奄美大島以南の南西諸島の二次林
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図 2　奄美大島に設定された毎木調査区の胸高直径階分布（胸高直径≧ 5 cm）
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で優占するイジュは，400 mでは直径 50 cm未

満であったが，330 mと 600 mでは直径 60 cm

以上の大木が存在した．以上のように，種ごと

の大径木の分布パターンも，330 mと 600 mよ

りも 400 m調査区の方が，より発達した遷移段

階にあることを示唆する．

3）優占種

胸高断面積の上位 3種は，330 mではスダジ

イ・イジュ・イスノキ，400 mではスダジイ・

イスノキ・モクタチバナ，600 mではスダジイ・

イスノキ・タイミンタチバナであった（図 3）．

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）．沖縄島では，イジュ

は老齢林にはなく，二次林にのみ出現する

（Kubota et al. 2005）．屋久島では二次林ではス

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，330 mと 400 m調査区を比べる

と，遷移の進行に伴い二次林に多いスダジイ・

イジュの優占度が低下し，イスノキ・ウラジロ

ガシなどの耐陰性の高い極相種の優占度が増加

する傾向が読み取れる．また，谷に多いモクタ

チバナと尾根に多いタイミンタチバナの優占度

のパターンから，330 mと 600 m調査区では尾

根的な環境が卓越するのに対し，400 m調査区

では谷的な環境が卓越することが示唆される．

これは地形測量の結果と一致する．

一方，本数の上位 3種は，330 mではスダジ

イ・イヌマキ・タイミンタチバナ，400 mでは

モクタチバナ・スダジイ・イスノキ，600 mで

はタイミンタチバナ・サクラツツジ・スダジイ

であった（図 4）．スダジイ・イスノキ・イジュ

の本数の優占度には 3調査区の間で胸高断面積

の場合のような大きな違いは見られなかった．

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，

モクタチバナは谷に多く出現する傾向がある

（Hara et al. 1996；Aiba et al. 2001；Enoki 2003；

Kubota et al. 2004；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，

本数の優占度によっても，330 mと 600 m調査

区は尾根的な環境，400 m調査区が谷的な環境
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図 3　奄美大島 3調査区における上位 3種とウラジロガシ・タブノキの相対胸高断面積
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にあることが示された．

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 2018年 2月 7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（10 m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，奄美大島 2地点の調査路は，毎木調

査区に近接した場所である．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）2909回，

鳥類 1846回，爬虫類 5回，無脊椎動物 8回，

不明 153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）

の方が高く，とくに鳥類の撮影頻度が高かった．

また，井之川岳では哺乳類の頻度が高く，他の

3地点の 2倍以上であった．

哺乳類（ヒト，イヌおよびネコを除く）につ

いて，各地点における種ごとの撮影頻度を図 6

に示した．撮影された動物種を表 1に示した．

井之川岳では，リュウキュウイノシシ Sus 

scrofa riukiuanusおよびアマミノクロウサギの

撮影頻度がとくに高かった（図 6）．いっぽう，

2番目に哺乳類の撮影頻度が高かった神屋で

は，アマミトゲネズミ Tokudaia osimensisの撮

影頻度がとくに高かった．リュウキュウイノシ

シおよびアマミノクロウサギは，いずれの島に

おいても山頂部（湯湾岳および井之川岳）の方

が山地中腹（神屋および三京）よりも高頻度で

撮影された．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 7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
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図 4　奄美大島 3調査区における上位 3種の本数
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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．

鳥類について，徳之島（三京，井之川岳）で

はアカヒゲ Erithacus komadoriの撮影頻度が最

も高かった（鳥類撮影頻度の 3割以上）．また，

奄美大島（神屋，湯湾岳）では，固有種または

固有亜種であるルリカケス，オオトラツグミお

よびオーストンオオアカゲラが撮影された．と

くに神屋では，オオトラツグミの撮影頻度が全

体の 25 %を占めた．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
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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 

 コウモリ亜目（種不明） Microchiroptera 

 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 

 チゴハヤブサ Falco subbuteo 

 ヤブサメ Urosphena squameiceps 

 ルリカケス 1 Garrulus lidthi 

 ハシブトガラス Corvus macrorhynchos 

 リュウキュウキジバト Streptopelia orientalis stimpsoni 

 カラスバト Columba janthina 

 ズアカアオバト Treron formosae 

 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 dauma 

 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 

 リュウキュウメジロ Zesterops japonicas loochooensis 

 ヤイロチョウ Pitta nympha 

 ルリビタキ Tarsiger cyanurus 

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 

表 1　カメラトラップ調査において撮影された動物種
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図 5　カメラトラップ各調査区における分類群毎の撮影頻度
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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 MIYAMOTO Jyunko

We conducted the vegetation survey by using 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. Here we report the outline of two 1-hectare plots established at 400 m and 600 m in the western 
part of Amami-Oshima, comparing them with an older plot at 350 m in the central part of the island. The minimum 
census size of trees was 4.8 cm diameter at breast height. Our plots showed the lesser dominance of Castanopsis 
sieboldii and Schima wallichii and higher dominance of Distylium racemosum and Quercus salicina, which suggests 
that our plots are at more advanced stages of vegetation succession. The variation among the three 1-hectare plots 
will be explained by altitude, topography and disturbance history. We also studied animals around our tree census 
plots on Amami-Oshima and Tokunoshima by using a camera trap method. The results indicated that the old-growth 
forests on both islands serve as habitats for mammals and birds including many endemics.
Keywords: Nansei Islands, biodiversity, vegetation, mammals, birds, endemics
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