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沖縄県八重山諸島で記録された両生類・腿虫類
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Report of biological research on amphibians and reptiles in Yaeyama 

islands， Okinawa， Japan 

Takashi KUWABARA， Yoko SOKABE， Yuta YAMAMOTO， Norichika TORII， 
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Synopsis 

Biological research in the Yaeyama islands Oshigaki 1s. and lriomotc 1s.) was【:arriedout from February 28 to 11/1必'ch6 in 2010 to 

deepen knowledg巴 tobiodiversity 01' ]apan. This area is known as the habilat for many巴ndemicspecies and subspecies und巴rthe 

inilllcnce of geological change 

Asar巴slIltof this r巴search.amphibians wel巴recorded4 families 6 spccies and 1巴ptileswcr巴 record巴d5 families 8 specics. 1n this 

specl巴s.there wer巴7kinds of endemic species. 3 kinds of endcmic subspecies and 2 kinds of natllral treasure of ]apan 

Keywords : Yaeyama isl出lds.AmphibieU1S. Reptiles. Endcmic speci巴s.Natllral treasure of ]apan 

1.はじめに

八重山諸島を含む琉球列島は海に|註|まれている

ため島唄特有の止物相を形成している。また、気

候が亜熱帯性であることが要因として、生物相は

日本本土よりは台湾や東南アジアに近く、大陸に

類縁した種を持つものが多いが、巾には他の地域

では絶滅してしま った系統の生き残り である遺存

種が存在している。とりわけ、海を波って移動で

きない両生類・問虫類は種分化が起きやすく 、間

有種や間有亜種が多くなっている。また、地理的

要因に より北方系の種の南限i也、南方系の種の北

rll~地としてもま1] られており 、世界でも有数の生物

多様性を誇る地域である け、2).31。だが、人為的

に導入・放逐されたオオヒキガエル Bufomarinus 

などの外来種によ って固有種を含む多くの在来稜

が被害を受けている ・1)。

本調査は 2010年2月28日から3片6日の 7日

間、近畿大学農学部里山修復フ。ロジェクト生態調

査班を 1.11心としたメンバーで沖縄県の八重山諸島

の石垣島と西表鳥で行った。本報では、今調査で

記録された両生類、j間虫類について報告する。

Z 調査地および調査方法

間置は任意で行い、その|努に目視や鳴き声で硲
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認した種を 「決定版 日本の両生 }r~虫類 J 51や

「日本のl陪虫両生類」 ωの図鑑を参考 に同定し、

記録した。

石垣島では 3月 1日から 3月 31こ|の 3日問調杏

を行った。調査地は 3月 11-1にパンナ、親水公

園、嵩EEIの3か所、 2日に親水公園、野氏岳の 2

か所、 3EIに真栄阜の lか所である。

西表島では 3月 41:1から 3月 6日の 31オ問調査

を行った。調査地は 3月 41::1に船浦、南風見附の

2か所、 51:1に白浜、高那、 j市内川上流、船浦の

4か所、 6日に船浦の lか所である (図 1)。

3. 調査結果

今回の調査では両生類 4科 6極、 J陪虫類 5科 8

種が確認され、その中に日本の固有種が7Tlfl、|剖

有亜祖1が3桂、 ITI指定の天然記念物が2輔佐認さ

れた。

島ごとでは、石士iU蕎で両生類を 3科4種、)間虫

類を 4本1-4程、同表島で両生類を 3科 3頼、 J陀虫

類を 5科8種それぞれ確認した(付表 L 2)。

以下に今調査で記録された両生類・ j間虫類につ

いて述べる。なお、視の配列は 「決定版 日本の

両生J陪虫類J51に、和名および学名は IE:I本産拠

虫両生類標準ヰn名 2009Jil に、日本国有種や日

本固有E柱、匡l指定天然記念物は r1]本の拠出向

生類J61に従った。

記録は原則として、 目撃月日、同撃地、個体

数 .'1生日iJ(冶x は性別不明を表わす)、成長段階

の}II買で記載している。

西表島

\~ 

|ヌ|版の写真の撮影者は次のように o内にIJI告号

で示した。桑原崇 (TK)、鳥居憲親 (NT)、鈴

木賀与 (KS)、よ|二田|事 (HU)。

(1) 両生綱 Amphibia 

無尾目 Anura 

ヒキガエル科 Bufonidae 図版 1-A) 

1.オオヒキガ工ル Bufo marinus 

特定外来生物

(III .1 石垣島親水公|霊I 1ex I!EJ主体) (III.2 

石垣島親水公閏 1ex J主体(牒死体)) 

アカガエル科 Ranidae

2サキシマヌマガエル Fejervarya sakishimensis 

日本固有布!

(III .4 西表島荷風見回 幼休)(III.5 凹表

島市合j甫)

3ヤ工ヤマハラブチガ工ル Rana okinavana 

日本Illil有種。

(III .2 石垣島野底岳 I!!きき戸)

ガ類のライトトラップlゃに鳴き声で時認した。

アオガ工ル科 Rhacophoridae 

4.ヤ工ヤマアオガエル Rhacophorus owstoni 

(図版 1- B) 

|ゴ本固有種

ρ ぐっ
くコ ) O 5 O k m  

R "  

図 1.調査地
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(m -2 不l垣島嵩旧 卵塊) (m-4 西表島南

風見出 幼体)(m-5 問表島ifl1内川上流 幼

イ本)

5.アイフィンガーガ工ル Kurixalus eiffingeri 

(m -2 ::f:J垣島野底岳一 鳴き戸)

ガ類のライ トトラ yプ中に鳴き声で確認した。

ヒメアマガ工jレ手ヰ M icrohyl idae 

6.ヒメアマガ工ル Microhyla okinavensis 図

版 1- C) 

(m -4 西表島南風見回 幼体) (m-5 西京

島iffi内川上流卵塊) (m-6 西表島船浦

1ex 成 1ex成体)

(2) 腰虫綱 Reptilia 

カメ目 Testudines 

イシガメ手ヰ Geoemydidae 

7ヤエヤマセマルハコガメ Cuora flavomarginata 

evelynae 図版2-0) 

1-1本l孟|有亜種 凶指定天然記念物

(m -3 石垣島真栄盟 1ex 成体)(m・5 也一表

鳥肉那 1ex成体)

8ヤ工ヤマイシガメ Mauremys mutica kami 

(図版2-E) 

rl本間有亜種

(m -4 阿表島船浦 1ex 成体)(m-5 西表島

内浜 l♂ 成体)

有鱗目 Squamata 

ヤモリ手ヰ Gekkonidae 

9.ホオクロヤモリ Hemidactylus frenatus 

(図版2-F) 

(m -1 石垣島パンナ)(ill-1 石垣島親水公

庫1) (m-4 西表島船浦) (皿 -5 西表島船浦)

アガマ手ヰ Agamidae 

10.サキシマキノボリトカゲ Japalura polygonata 

ishigakiensis 図版2-G) 

|二1:本固有亜種

(m -2 :fうJiR島親水公凶 1ex幼体、 2exsJ&休)

(m -5 西|表島ifIJ内川上流 1ex幼体、 1ex成

イ本)

トカゲ科 Scincidae 

11 イシガキトカゲ Plestiodonstimpsonii 

(図版2-H) 

日本固有種

(m -4 西表島南風見EEI) (m-5問表島浦内川

上流)

12.キシノウエトカゲ Plestiodon kishinouyei 

(図版2ー1)

日本固有種 国指定天然記念物

(m -4 西表島南風見!ま1)(m -5 問表鳥|当浜)

cm -5 I也君主鳥irli内川上iftL)

13.サキシマスベトカゲ Scincella boettegeri 

(図版2-J) 

日本国有種

(m -1 石垣島パンナ 1ex J主体)(m-5 丙表

島iFli内川上流)

カナヘビ科 Lacertidae 

14.サキシマカナヘビ Takydromus dorsalis 

(図版2-K) 

1-1本i国有種

(m -4 西表島南風見Fト1lex J主体)

4. 考察

今調査では、 両生類 6種、 l陀虫類 8種の合計

14種が記録され、八重山諸島に分布する両生周

虫類の約半分の種類が見られた。この結果につい

て、両生類に関しては繁嫡矧が関係していると思

われる。この時期はちょうど、冬から春にかけて

繁殖する種と春から夏にかけて繁殖する種の入れ

替わりの時期であったため、成体は見かけること

が少なく、 01~塊や幼体を見る椴会が多かった。 j同

虫類は今同、 ヘビ類のような茂みを好む種類は確

認する事が出来ず、 トカゲ類のような比較的|二!な

たを好む種類が確認された。

また、両生類.J限虫類は他の動物と比べて移動
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能力が低いため、以前にも述べたように本調査地

のような地理的に隔離された地域では程分化が起

きやすく固有磁や凶有虫干重になりやすいことがまLI

られているo このことから本調査地では環境省版

のレッドリストに選定されている種がいくらか存

在するo その中で、 今問5!Eで記録されたレッドリ

ストに選定されている種は絶滅危倶E類がヤエヤ

マハラブチガエル、ヤエヤマセマルハコカ、メ、キ

シノウエトカゲ、サキシマカナヘピの 4種、準絶

滅危，[其種がサキシマキノボ、リトカゲ、イシガキト

カゲの 2種であった Bi 910 この中で、ヤエヤマ

セマルハコガメとキシノウエトカゲの 2積は国指

定の天然記念物に指定されている ~

ヤエヤマセマルハコガメのレッドリストの選定

理由の中には 1970年代に移入されたオオヒキガ

エルとの飼を巡る競合があげられる 1010 オオヒ

キガエルは仁ド南米原産のヒキガエル科のカエルで

特定外来生物に指定 されており、今調査でも石垣

島のパンナで確認 された。石j豆島では当初、Z'r蔵

の水旧域のみで見られたが、 1989i!三ごろにバン

プ岳の頂上付近、 1995年には於茂丘岳の中JJ長近

くでも見られるようになった。全島に広がるのも

時間の問題であり、 在来の小動物への影響が心配

されている 11)。

他にも、森林伐採なとcの/人L為的J撹覚乱による生j

i池也のf破班1壊衷やぺ ツト H的の乱j獲藍などが減少要閃とし

てあげられる。この特異的な 自然は失ってしまっ

てからでは取り返しょうがなし、 そのためにも、

外来種の駆除といった保護対策が急務であり、 今

後の動向を主11るためにも制畳・ :fij[究を続けていく

必要があると考えられる o

5. 謝辞

本調査を行うにあたり、みはらし旅館の与儀節

子氏、文子氏には、西表烏滞在時のお世話や生き

物の情報提供など大変お世話になりまし t:.o ま

た、蝶館カピラの入野祐史氏にはライトトラッ プ

を行うにあたり大変お冊話になりました。 さら

に、今調査に同行し協力 して下さった近畿大学農

学部環境管理学科の大学院生の久光彩子氏、本学

部の卒業生であり、現有、奈良先端科学技術大学

院大学バイオサイエンス研究科のよ|二田博氏、近議

大学農学部環境管理学科のギ!f'III単百令氏には制査

則的jヰ!大変お世話になりました。近畿大学農学部

環境管理学科の錦一郎氏には本文中に使用した地

l安|の作成をしていただきました。本文作成にあた

り、近畿大宇農学M¥環境管理学科の八代彩子氏に

協力していただきました。以上の方々に心より深

く感謝いたしますG

6. 要旨

円本の車:かな生物1'1-1に対する理解を深めること

を目的に、 2010lf 2月 28日から 3月6日の 7日

間、近畿大学農学部土態調査班を中心としたメン

パーで八!Il山諸島の石垣島と西表島にて両生類、

!同虫類の訓査・観察を行った。調査地を含むJ:ktj(

列島は、地理的変遷から多くの回有種やlilil有亜樟

の生息地として知られている。

今剖査の結果として、 全体では両生類が4科 6

種、 j問虫類が5科 8溜1確認 され、このうち回有硯!

が 7 穂、凶有IH~種が 3 種、国の天然記念物が 2 種

記録された。島ごとでは石垣島で両生類が 3科 4

種、拠出類が4科 4雄、西表島では両生類が 3科

3 種、 Jr~虫類が 5 科 8~重それぞれ記録された。
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付表 1.石垣島で見られた両生類・腿虫類

差盆 iII盆
両生類 Bufonidae ヒキガエル科

Bufo marinus オオヒキガエル

Ranidae アカガ工ル科

Rana psaltes ヤヱヤマハラプ子ガエル

Rhacophoridae アオガエル科

Rhacophorus owstom ヤヱヤマアオガエル

Kunxa/us eiffinlen' アイフ:iンガーガエル

胞虫類 Geoemydidae イシガメ科

Cuora flavomsl苫ma白 evelynae ヤヱヤマセマJレJ、コガメ

Gekkonidae ヤモリ科

Hemi拍ctylus舟'enatus ホオグロヤモリ

Agamidae アガマ科

占 同lurapo/ygona臼 ishlgakiensis サキシマキノボリトカゲ

Scincidae トカゲ科

Scincella boe笠島区互 サキシマスベトカゲ

付表 2.西表島で見られた両生類・腿虫類

E日

主主 担~ 組主~
両生類 Ranidae アカガエJレ科

F~Júvarya sakishimensis サキシマヌマガエル
問、acophoridae アオガエル科
RhIlCO.同 orusowston; ヤエヤマアオガエル
MicrohyJidae ヒメアマガエル科
Microhビ'/8okinBvensis ヒメアマガエル

腿虫頬 Geoemydidae イシガメ科
Cuo眉品vOf71srginatoeve!yna8 ヤエヤマセマJレハコガメ
Mauremys mutic8 kami ヤエヤマイシガメ
Gekkoni由e ヤモリ科
Hem，:晶ctyfusfref1atus ホオグロヤモリ
A酔 m.由e アガマ科
J •. ρalu，ηョρo!ygona臼 ishiglJkiensis サキシマキノポリトカゲ
Scincidae トカゲ科
Plestiodon stimpsomi イシガキトカゲ
Plestiodt.フnkishinouyei キシノウヱトカゲ
Scincella boettegen' サキシマスベトカゲ
Lacertidae カナヘビ科
Takydromus oorsalis サキシマカ±全ど

E日

10)環境庁 編 (2000) 改訂・日本の絶滅のお

それのある野生生物 ーレッドデータブック

3 周虫類・両生類 41p 東京

11)嵩原建二・当山畠直・小浜継雄・幸地良仁・

知念盛俊・比嘉ヨシ子 著 (1997) 沖縄の

帰化動物 海をこえてきた生きものたち

- 59-61p. 沖縄出版沖縄.

3月11ヨ 3月2日 3月3日
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A.オオヒキガエル 石垣島バンナ (NT) s-a.ヤエヤマアオガエル(卵塊) 石垣島嵩田 (TK) 

s-b.ヤエヤマアオガエル(幼体)西表島j甫内川上流 (TK) C-a.ヒメアマガエル(卵塊) 西表島浦内川上流 (NT) 

C-b.ヒメアマガエル(幼体) 西表島浦内川|上流 (NT) C-c.ヒメアマガエル 西表島船浦 (TK) 

D.ヤエヤマセマルハコガメ 真栄里 (UH) 

図版1.記録された両生類・腿虫類

E-a.ヤエヤマイシガメ 西表島船浦 (KS) 左

E-b.ヤエヤマイシガメ 西表島白浜 (TK) 右
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F.ホオグロヤモリ 石垣島パンナ (KS) G-a.サキシマキノポリトカゲ(幼体) 西表島南風見田 (KS) 

G-b.サキシマキノボリトカゲ 石垣島ノミンナ (UH) 左
H.イシガキトカゲ 西表島南風見田 (NT) 

G-c.サキシマキノポリトカゲ 西表島浦内川上流 (KS) 右

lキシノウエトカゲ 西表島浦内川上流 (KS) J.サキシマスベトカゲ 西表島浦内川上流 (TK) 

K.サキシマカナヘビ 西表島南風見回 (NT) 

図版 2記録された両生類・腿虫類
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