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：ヤクタネゴヨウ, 絶滅危惧種, 種組成, 屋久島

実施されなければならない｡ 種の存続が危機的状況にある
絶滅危惧種の場合, 天然更新を阻害するあらゆる要因を抽
絶滅が危惧される木本種を対象にした自生地保全は, 個

出し, それらを排除あるいは緩和するため, 林分あるいは

体サイズの大きさや固着性で長寿命性であることを考慮す

森林生態系に配慮した適切な施業・管理を行うことが重要

ると, 個体 (種) 単位だけではなく, それらを包含する林

である (環境庁 1996；プリマック・小堀 1997；藤森ら

分あるいは森林生態系といった様々なスケールを考慮して

1999)｡ 特に, 保全対象である木本種が含まれる林分の分
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布 (配置) および構成要素 (種組成), その成立要因を明
らかにすることは, 対象種に対する適切な保全作業を実施
する上で不可欠である｡
ヤクタネゴヨウ (

) は, 最

新のレッドリスト (環境省 2007) で絶滅危惧

類 (

)

屋久島は, 九州本土南端より南方約60
囲約100

, 面積約500

2

に位置する周

のほぼ円形の島である｡ 屋久島

として記載されている屋久島と種子島にのみ自生するマツ

は, 九州最高峰の宮之浦岳 (1 936 ) を中心として標高

科マツ属の常緑高木である (初島 1938；

1987)｡

1 800 以上の峰が座する ｢奥岳｣ と, 海岸周辺の標高1 000

ヤクタネゴヨウは, 屋久島では３地域に隔離分布している

前後の峰々が形成する ｢前岳｣ といわれる地域に大別さ

が (金谷ら2005 ), 種子島では個体群として成立している

れる｡ 屋久島の外周は古第三紀の堆積岩である熊毛層群で

地域は少なく, 天然生の個体は各地に点在している (金谷

あり, 島中央部の大部分は新第三紀中新世の屋久島花崗岩

ら 2001, 2005 )｡ ヤクタネゴヨウの生残個体数は, 屋久

からなっている (岩松・小川内 1984)｡

島で1 500〜2 000個体, 種子島で300個体ほどと推測されて

屋久島におけるヤクタネゴヨウの自生地は, 南東部の高

いる (金谷ら 2005 )｡ このようにヤクタネゴヨウは, 分

平岳 (ハサ岳国有林66林班), 南部の破沙岳周辺 (破沙岳

布域が制限されていること, 生残個体数が少ないことに加

国有林47・48林班) および西部林道沿い (瀬切川から国割

え, 様々な要因により衰退していると考えられている｡ 例

岳周辺：平瀬国有林２〜10林班) の３地域の前岳部分であ

えば, 種子生産数が少ないことに加え (金谷ら 1996), 近

り, それらは互いに10

交弱勢の影響による種子稔性の低下により天然更新が阻害

調査は, ヤクタネゴヨウを含む林分とその周囲に分布する

されていることが指摘されている (金指ら 1998)｡ また,

ヤクタネゴヨウを含まない林分を選択して行った｡ 調査林

以上離れている (金谷ら 2005 )｡

昭和50年代までの丸木船や建築材への利用による伐採 (金

分数は, 高平で４林分 ( 1〜4), 破沙岳周辺で30林分

谷ら 2001

( 1〜30) および西部林道沿いで９林分 ( 1〜9) の合計

2004), 台風被害 (

2001) およびマツ材線虫病被害 (

2001,

43林分であった (図１)｡ これらの調査林分は, 標高が280

金谷ら 2005 ) により個体数の減少が確認されている｡ 最

〜910 の範囲にあり, 調査時における林齢は120〜190年

近では, 大陸由来の越境大気汚染物質や (永淵 2000), 広

であった｡

域基幹林道の工事による自生地破壊 (堀田 2001) の影響
が懸念されている｡

調査地域内の植生は, 高平岳では ｢ギョクシンカ スダ
ジイ群集｣, 破沙岳周辺では ｢ギョクシンカ スダジイ群集,

以上のような状況にあるヤクタネゴヨウの自生地保全を

イスノキ ウラジロガシ群集, タカサゴシダ スギ群集｣ お

進めるには, 天然更新の促進を目指した適切な施業を実施

よび西部林道沿いでは ｢ギョクシンカ スダジイ群集, イ

することが不可欠である｡ そのため, ヤクタネゴヨウ林分

スノキ ウラジロガシ群集｣ と区分されている (宮脇 1980)｡

の分布および構成要素を明らかにすることが急務である｡

屋久島の北東部に位置する屋久島測候所 (屋久島町小瀬

これまでに, ヤクタネゴヨウ林分の構造や生育環境を調査

田：北緯30 23 1 , 東経130 39 5 , 標高37 ) における30

した報告は散見されるが (熊本営林局植生調査課 1937；

年間 (1971〜2000年) の年平均気温は19 2℃, 年平均降水

辻本ら 1983；武田・久保 2001；永松ら 2003), これらは

量は4358 8

１〜２地域のみを対象にしたものである｡ また屋久島にお

地の降水量は, 高平岳に近い安房 (東部) で7 100

いて, ヤクタネゴヨウは主に標高300〜800 の暖温帯常緑

沙岳に近い尾之間 (南東部) で4 200

広葉樹林域に分布するが (金谷ら 1997), 屋久島の植生を

近い栗生 (南西部) で2 500

取り纏めた宮脇 (1980) の報告には, ヤクタネゴヨウ林分

なく, 島中央部や東部地域では雨が多い傾向がある (江口

に関する記載はない｡ 以上のことから, 現在, ヤクタネゴ

1984)｡

である (気象庁 2009)｡ 1982年における各
, 破

, 西部林道沿いに

であり, 西部地域で雨が少

ヨウ林分の植物社会学的な情報が充分に蓄積されていると
は言い難い｡ そこで本報では, ヤクタネゴヨウがまとまっ
て自生する屋久島の３地域を対象に林分の種組成を調査し,

植生調査は, 1995年11月から1996年12月にかけて行った｡

同島におけるヤクタネゴヨウ林分の分布 (配置) および特

各調査林分の約20 ×20 の範囲内において, 出現するす

徴を整理するとともに, その林分の成立要因について検討

べての維管束植物を対象に

した｡ なお, 一部のデータは, 伊藤・野上 (2005) で公開

社会学的手法にしたがい, 階層ごとに被度・群度を用いて

していることを付記する｡

記録した｡ 階層は高木層 ( 1), 亜高木層 ( 2), 低木層 ( )

(1964) の植物

および草本層 ( ) の４層に分類し, 被度・群度は 〜５

屋久島におけるヤクタネゴヨウ林分の種組成

図−１ 調査地
図中の記号は, 図−２のクラスター分析の区分による｡ ●：タイプ , ■：タイプ , ▲：タイプ , ▼：タイプ ｡
1
2 ●：
, ■：
, ▲：
, ▼：
の６階級に区分した｡ また, 各調査林分の標高, 斜面方位

調査した43林分のうち４林分以上に出現した種について,
ヤクタネゴヨウとの種間の相関 (

および斜面傾斜角についても記録した｡

) を明らかにするために, 以下に示した式を用いて解
析した (小林 1995)｡
林分間の類似性の検討には, 各調査林分の高木層および

＝(

亜高木層に出現した種の最大被度を変数として, ユークリッ
ド距離を用いてウォード法によるクラスター分析を行った｡
なお出現種の被度は, 5
2

17 5％,

1

87 5％, 4

5 0％および

62 5％, 3

37 5％,

0 5％と植被率に変換し

た｡ 林分間のクラスター分析には, 統計用ソフト (スタティ
スティカ, スリースカンパニー, 東京) を用いた｡

ここで,

−

＋

)

：比較しようとする２種 (

現した林分数,
：

) (

が出現せず

：

が出現し

) が共に出

が出現しなかった林分数,

が出現した林分数,

現しなかった林分数を示す｡

と
：

と

が共に出
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タイプ および の４タイプに区分された (図２, 表１)｡
(1) タイプA (ヤクタネゴヨウ林分：９林分)
本タイプの林分ではヤクタネゴヨウが高木層で優占し,

調査した43林分において, 合計138種の維管束植物が確
認された｡ そのうち針葉樹はヤクタネゴヨウの他, ツガ

他樹種の樹冠より突出していた｡ 高木層の植被率は, 平均

(

26 7％ (10〜55％) であった｡ 亜高木層ならびに低木層の

), スギ (

(

), ヒノキ

) およびイヌマキ (
) の５種であった｡ イヌマキを除いた針葉樹

平均植被率はともに48 3％であり高木層より高かった｡ こ
れらの階層では, タイミンタチバナ (

) な

４種および広葉樹22種の合計26種が, 高木層に出現した｡

らびにサクラツツジ (

調査した43林分のうち, ヤクタネゴヨウが出現したのは,

い被度で優占し, ヤクタネゴヨウはほとんど出現しなかっ

標高320〜875 の21林分であった｡

た｡ 草本層の植被率は平均16 1％ (５〜30％) で, 亜高木

調査した43林分は, 高木層の優占種によって, 以下に示
す針葉樹が優占するタイプ および , 広葉樹が優占する

) が非常に高

層ならびに低木層に出現した広葉樹に加え, アデク
(

) やサカキ (

) が多く

みられた｡ また草本層では, シダやランの草本種の出現は
少なかった｡
(2) タイプB (ツガ-ヤクタネゴヨウ林分：13林分)
本タイプの林分は, ツガが高木層を高被度で優占し, そ
れ以外にヤクタネゴヨウ, スギおよびヒノキの針葉樹が出
現することで特徴づけられた｡ 高木層の植被率は平均49 2
％ (20〜70％) を示した｡ 亜高木層の植被率は平均41 5％
(10〜75％) であり, タイミンタチバナの被度が高かった｡
また, イスノキ (

) が高い被度でみら

れる林分もあった｡ 低木層の植被率の平均は49 2％ (５〜
75％) で, タイミンタチバナとサクラツツジに加え, ヤク
シマシャクナゲ (

) の被

度も高かった｡ 草本層の植被率は平均9 2％ (５〜15％)
で, 他の林分タイプより低い傾向があった｡ 草本層で出現
頻度の高い樹種は低木層と同様であったが, アデク, アセ
ビやヒサカキ (

) も多く出現した｡

(3) タイプC (イスノキ-ウラジロガシ林分：13林分)
本タイプの林分の高木層は, イスノキの他にウラジロガ
シ (
(

) やヒメシャラ, マテバシイ
) 等の広葉樹種も高木層に出現した｡

平均植被率は, 高木層で60 8％ (15〜95％), 亜高木層で
42 7％ (０〜80％), 低木層で28 9％ (10〜50％) であった｡
これら３層ともイスノキに加え, タイミンタチバナとサク
ラツツジの被度が高かった｡ 草本層の植被率は平均45％
(10〜95％) で他の林分タイプより高い傾向があった｡ こ
の層では, イスノキ, タイミンタチバナの他, イヌガシ
(

), ヤブツバキ (

リドオシ (
図−２

高木層および亜高木層に出現した種の最大被度を
基にした43林分のクラスター分析の樹状図.

2

(

), ア

) やヨゴレイタチシダ
) が多く出現した｡

(4) タイプD (イスノキ林分：８林分)
本タイプは, 高木層をイスノキが高い被度で優占するこ
とで特徴づけられ, その平均植被率は75 6％ (60〜90％)

43

を示した｡ イスノキの他にアカガシ (

) やスダジ
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図−３ 各林分タイプにおける標高と方位および傾斜の関係
図中の記号は, 図−２のクラスター分析の区分による｡ ●：タイプ , ■：タイプ , ▲：タイプ , ▼：タイプ ｡
2
43
2 ●：
, ■：
, ▲：
, ▼：

イ (

) が高木層にみられ

(

) の計８種の高木層に出現した広葉樹が

たが, ヤクタネゴヨウやツガは出現しなかった｡ 亜高木層

含まれていた (表１)｡ また, センリョウならびにアリド

での植被率は平均45 6％ (20〜60％) で高木層と比較して

オシなどの低木性樹種のほか, シダ類やラン科植物等が多

低かった｡ この層では, イスノキ, タイミンタチバナおよ

く含まれていた｡

びサクラツツジの被度が高かった｡ 低木層の植被率は平均
31 9％ (５〜70％) で, 亜高木層に高被度で出現する種に
加えヒサカキやヤブツバキが多く出現した｡ 草本層の植被
率は平均30 6％ (20〜50％) で, イヌガシ, アリドオシとヨ
ゴレイタチシダの被度が高かったが, イスノキ, ヒサカキ,
センリョウ (

) やマンリョウ (

は, 標高320

各林分タイプにおけるヤクタネゴヨウの出現率は,
で69 2％,

( 1) 〜875

(

17) にみられた (図１,

表１)｡ これら林分の標高域は, 常緑広葉樹林帯からヤク

) も多く出現した｡
100％,

ヤクタネゴヨウが多く出現したタイプ および の林分

で

で23 1％ならびに で０％であり,

スギ林帯へと移行する範囲であり (大澤ら 2006), その多
くはイスノキ ウラジロガシ群集 (標高480〜980 ) とな

広葉樹が高木層を優占する林分タイプで低かった｡ 各林分

る (宮脇 1980)｡ 屋久島におけるイスノキ ウラジロガシ

タイプの平均傾斜角は,

で30 1 お

群集は, 高木層にイスノキやウラジロガシのほか, アカガ

よび で23 6 であった｡ タイプ は他のタイプと比較して,

シやバリバリノキが優占し, 時にヒメシャラやスダジイが

傾斜角30 未満の林分数が有意に多かった (

混生する (宮脇 1980)｡ また亜高木層では, サクラツツジ

で31 0 ,

で31 5 ,

0 05)｡ なお, 各林分タイプと標高ならびに斜面方
位との間には, 明瞭な関係は認められなかった (図３)｡

が高被度で生育し, 草本層にシダ植物が豊富に生育するこ
とで特徴付けられている (宮脇 1980)｡ 今回調査した林分

ヤクタネゴヨウと正の分布相関関係 ( ＜0 05) がみら

のタイプ および は, これらの特徴とよく合致した (表１)｡

れたのは, 針葉樹ではツガのみで, 広葉樹ではヤマモモ

またタイプ および においても高木層を優占する樹種が

(

), シャ

異なる程度で, 亜高木層以下では, これらの特徴の多くを

) およびシャシャンボ

含んでいた (表１)｡ これまでの報告でも, ヤクタネゴヨ

) の４種, 合計５種であった (表１)｡

ウ林分は, イスノキ ウラジロガシ群集に属することが指

), コバンモチ (

リンバイ (
(

一方, 負の関係がみられたのは22種であった｡ これには,
イスノキ, ウラジロガシ, スダジイ, タブノキ (

ヤクタネゴヨウが出現した林分では, ツガ, ヤマモモ,

), ヒメシャ

コバンモチ, シャシャンボおよびシャリンバイが高頻度で

), イヌガシおよびモクタチバナ

出現し, ヤクタネゴヨウと正の分布相関がみられた (表１)｡

), バリバリノキ (
ラ (

摘されている (武田・久保 2001；永松ら 2003)｡

屋久島におけるヤクタネゴヨウ林分の種組成

屋久島南部の破沙岳周辺においては, ツガ, ヤマモモ, ウ
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