




（４）地域を特徴づける生態系の注目種・生物群集の抽出 

ア 地域を特徴づける生態系の抽出 

調査地域において、現在成立している生態系を捉える際に重要となる動物種を、

本業務により作成した動植物リストから選定しました。選定した種は生態的知見を

交えて生物種間の相互関係を類推し、動物種の生態的特性表として整理しました｡

なお、抽出の視点として生態系の上位性、典型性、特殊性等を考慮しながら抽出し、

その際の考え方は表6.14-14に示すとおりとしました｡ 

さらに、表6.14-8の動植物相の中から、当地域の生態系を特徴づける動物種を、

表6.14-15に整理しました｡ 

 

表6.14-14 生態系の抽出理由 

生態的特性 抽出内容 
上位性 上位性の注目種は調査地域の自然環境区分において、行動範囲が広く、多

様な環境を利用する動物の中で、より大型で個体数の少ない肉食動物を目安
に選定しました｡ 

主に上位性として挙げられる種としてワシタカ類等の猛禽類、フクロウ類、
サギ類、大型肉食哺乳類等を対象としました。 

典型性 生態系の特徴を現す典型性は、食物連鎖の各栄養段階に位置する代表的な
種を対象としました｡ 

主に典型性として挙げられる種として、生態系を支える基盤として成立し
ている植生、イタジイ林、オオハマボウ林、イジュ林等、その他、動物種の
リュウキュウジャコウネズミ、オキナワハツカネズミ、バッタ、蝶類等で個
体数が多く、他の多くの種と関連して生育している種等を対象としました。

特殊性 特殊な環境を指標とする注目種は、自然環境区分の分布状況を概観して、
調査地域の自然環境をみた時、地域の自然環境を形づくる主な環境と比較し、
分布が相対的に少ない環境区分を選定し、そこに生息・生育する生物種群の
中から環境を指標するものを選定しました｡ 

主に特殊性として挙げられる種としてオキナワコキクガシラコウモリ、リ
ュウキュウユビナガコウモリ等の洞窟性哺乳類、湧水等に依存するアマミシ
リアゲ等特殊な環境に依存して生活している種を対象としました。 

 

表6.14-15 当該地域の生態系を特徴づける動物種(H14～15) 

分類 動物種名 
哺乳類 
６種 

ﾜﾀｾｼﾞﾈｽﾞﾐ、ｵﾘｲｵｵｺｳﾓﾘ、ｵｷﾅﾜｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ、ｵｷﾅﾜﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ、ﾌｲﾘﾏﾝｸﾞｰｽ、ﾈｺ 

鳥類 
17種 

ｻｼﾊﾞ、ｷｼﾞﾊﾞﾄ、ｺｹﾞﾗ、ﾘｭｳｷｭｳｻﾝｼｮｳｸｲ、ﾘｭｳｷｭｳｻﾝｺｳﾁｮｳ、ﾋﾖﾄﾞﾘ、ｲｿﾋﾖﾄﾞﾘ、ｼ
ﾛﾊﾗ、ｼｼﾞｭｳｶﾗ、ﾒｼﾞﾛ、ｽｽﾞﾒ、ｾｯｶ、ｼﾏｷﾝﾊﾟﾗ、ｲｿｼｷﾞ、ｼﾛﾁﾄﾞﾘ、ﾊｸｾｷﾚｲ、ｶﾜﾗﾊﾞ
ﾄ 

爬虫類 
10種 

ﾐﾅﾐｲｼｶﾞﾒ、ｸﾛｲﾜﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ、ﾐﾅﾐﾔﾓﾘ、ﾎｵｸﾞﾛﾔﾓﾘ、ｵｷﾅﾜｷﾉﾎﾞﾘﾄｶｹﾞ、ﾍﾘｸﾞﾛﾋﾒﾄｶｹﾞ、
ｱｵｶﾅﾍﾋﾞ、ﾌﾞﾗｰﾐﾆﾒｸﾗﾍﾋﾞ、ｱｶﾏﾀ、ﾊﾌﾞ 

両生類 
３種 

ﾇﾏｶﾞｴﾙ、ｼﾛｱｺﾞｶﾞｴﾙ、ﾋﾒｱﾏｶﾞｴﾙ 

陸生 
昆虫類 
25種 

ﾋﾒｲﾄﾄﾝﾎﾞ、ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ、ｵｶﾞｻﾜﾗｺﾞｷﾌﾞﾘ、ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ、ﾄﾉｻﾏﾊﾞｯﾀ、ｷﾏﾀﾞﾗﾋﾊﾞﾘ、
ｵｷﾅﾜﾓﾘﾊﾞｯﾀ、ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ、ﾁｮｳｾﾝｶﾏｷﾘ、ｵｷﾅﾜﾅﾅﾌｼ、ｷﾞﾝﾈﾑｷｼﾞﾗﾐ、ｱｶｱｼﾎｿﾅｶﾞｶﾒ
ﾑｼ、ﾅﾅﾎｼｷﾝｶﾒﾑｼ、ｸﾏｾﾞﾐ、ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾃﾝﾄｳ、ﾊｲｲﾛﾃﾝﾄｳ、ｵｷﾅﾜﾏﾄﾞﾎﾞﾀﾙ、ﾂﾔｵｵｽﾞｱﾘ、
ﾋﾒｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ、ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ、ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ、ｲｼｶﾞｹﾁｮｳ、ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ、ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ、ﾘｭｳｷ
ｭｳｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ 

陸生甲
殻類 
７種 

ﾅｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ﾑﾗｻｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ｵｵﾋﾗｲｿｶﾞﾆ、ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ、ﾐﾅﾐｽﾅｶﾞﾆ、ﾔｼｶﾞ
ﾆ 

陸生貝
類 
10種 

ｵｷﾅﾜﾔﾏﾀﾆｼ、ｸﾋﾞｷﾚｶﾞｲ、ｱｼﾋﾀﾞﾅﾒｸｼﾞ、ｽﾅｶﾞｲ、ﾉﾐｷﾞｾﾙ、ｵｵｶｻﾏｲﾏｲ、ｼｭﾘﾏｲﾏｲ、
ｵｷﾅﾜｳｽｶﾜﾏｲﾏｲ、ｵﾅｼﾞﾏｲﾏｲ 
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平成25年の調査の結果、生態系を特徴づける動物種のうち、オキナワハツカネズ

ミ、リュウキュウサンショウクイ、ヘリグロヒメトカゲ、ヒメイトトンボ、トノサ

マバッタ、クマゼミ、ヒメアシナガバチ、ジャコウアゲハは確認されませんでした。 

ヒメイトトンボが確認されなかったのは、過年度の確認が1地点1個体と少なかっ

たこと、調査範囲内に恒常的な水域がほとんどないことが原因であると推測されま

す。ヘリグロヒメトカゲが確認されなかったのは、ネコ、フイリマングースの食害

に遭ったことが原因であると推測されます。クマゼミが確認されなかったのは、調

査時期が夏季ではなかったことが原因であると推測されるため、当該地域には生息

していると考えられます。 

オキナワハツカネズミ、リュウキュウサンショウクイ、トノサマバッタ、ヒメア

シナガバチ、ジャコウアゲハが確認されなかった原因は不明です。 

 

当該地域の生態系を特徴づける動物種として、上記の種は該当しないと考えられ

ることから、新たに代わりとなる動物種の抽出を行い、以降の記載に反映させるこ

ととします。 

また、平成15年度当時では和名がジャワマングースであったが、分類の再検討の

結果、フイリマングースと変更になったため、併せて反映させることとします。 

 

オキナワハツカネズミ → 該当なし 

リュウキュウサンショウクイ → 該当なし 

ヘリグロヒメトカゲ → 該当なし 

ヒメイトトンボ → アオモンイトトンボ 

トノサマバッタ → タイワンツチイナゴ 

ヒメアシナガバチ → オキナワチビアシナガバチ 

ジャコウアゲハ → シロオビアゲハ 

 

表6.14-15 当該地域の生態系を特徴づける動物種(H25) 

分類 動物種名 

哺乳類 
：６種 

ﾜﾀｾｼﾞﾈｽﾞﾐ、ｵﾘｲｵｵｺｳﾓﾘ、ｵｷﾅﾜｺｷｸｶﾞｼﾗｺｳﾓﾘ、ﾌｲﾘﾏﾝｸﾞｰｽ、ﾈｺ 

鳥類 
：17種 

ｻｼﾊﾞ、ｷｼﾞﾊﾞﾄ、ｺｹﾞﾗ、ﾘｭｳｷｭｳｻﾝｺｳﾁｮｳ、ﾋﾖﾄﾞﾘ、ｲｿﾋﾖﾄﾞﾘ、ｼﾛﾊﾗ、ｼｼﾞｭｳｶ
ﾗ、ﾒｼﾞﾛ、ｽｽﾞﾒ、ｾｯｶ、ｼﾏｷﾝﾊﾟﾗ、ｲｿｼｷﾞ、ｼﾛﾁﾄﾞﾘ、ﾊｸｾｷﾚｲ、ｶﾜﾗﾊﾞﾄ 

爬虫類 
：10種 

ﾐﾅﾐｲｼｶﾞﾒ、ｸﾛｲﾜﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ、ﾐﾅﾐﾔﾓﾘ、ﾎｵｸﾞﾛﾔﾓﾘ、ｵｷﾅﾜｷﾉﾎﾞﾘﾄｶｹﾞ、ｱｵｶﾅﾍﾋﾞ、
ﾌﾞﾗｰﾐﾆﾒｸﾗﾍﾋﾞ、ｱｶﾏﾀ、ﾊﾌﾞ 

両生類 
：３種 

ﾇﾏｶﾞｴﾙ、ｼﾛｱｺﾞｶﾞｴﾙ、ﾋﾒｱﾏｶﾞｴﾙ 

陸生昆虫類 
：25種 

ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ、ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ、ｵｶﾞｻﾜﾗｺﾞｷﾌﾞﾘ、ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ、ﾀｲﾜﾝﾂﾁｲﾅｺﾞ、ｷﾏ
ﾀﾞﾗﾋﾊﾞﾘ、ｵｷﾅﾜﾓﾘﾊﾞｯﾀ、ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ、ﾁｮｳｾﾝｶﾏｷﾘ、ｵｷﾅﾜﾅﾅﾌｼ、ｷﾞﾝﾈﾑｷｼﾞﾗﾐ、
ｱｶｱｼﾎｿﾅｶﾞｶﾒﾑｼ、ﾅﾅﾎｼｷﾝｶﾒﾑｼ、ｸﾏｾﾞﾐ、ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾃﾝﾄｳ、ﾊｲｲﾛﾃﾝﾄｳ、ｵｷﾅﾜﾏﾄﾞ
ﾎﾞﾀﾙ、ﾂﾔｵｵｽﾞｱﾘ、ｵｷﾅﾜﾁﾋﾞｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ、ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ、ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ、ｲｼｶﾞｹﾁｮｳ、
ｼﾛｵﾋﾞｱｹﾞﾊ、ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ、ﾘｭｳｷｭｳｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ 

陸生甲殻類 
：７種 

ﾅｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ﾑﾗｻｷｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ｵｶﾔﾄﾞｶﾘ、ｵｵﾋﾗｲｿｶﾞﾆ、ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ、ﾐﾅﾐｽﾅｶﾞﾆ、
ﾔｼｶﾞﾆ 

陸生貝類 
：10種 

ｵｷﾅﾜﾔﾏﾀﾆｼ、ｸﾋﾞｷﾚｶﾞｲ、ｱｼﾋﾀﾞﾅﾒｸｼﾞ、ｽﾅｶﾞｲ、ﾉﾐｷﾞｾﾙ、ｵｵｶｻﾏｲﾏｲ、ｼｭﾘﾏｲ
ﾏｲ、ｵｷﾅﾜｳｽｶﾜﾏｲﾏｲ、ｵﾅｼﾞﾏｲﾏｲ 
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 イ 対象となる生態系の構造・機能の概略検討 

   ア）主要な動物についての生態的特性 

重要な類型区分を対象として、生態系の構造・機能の概略を検討しました。 

主要な動物に係る生態的特性について、生活様式の状況、捕食者・被食者等の

状況を整理しました。生態系における種・群集の機能的な役割や種間の関係等を

表6.14-16に示しました。 

表6.14-16(1) 主な動物種の生態的特性表 

 

 

 

 

種類名

①生息場所の利用様式

（定住性・繁殖・産卵等の時期や

日周活動等）

②生息場所の利用内容

（生息場所の利用内容及び

生息場所の環境要素）

③食性 ④捕食者

ワタセジネズミ 周年定着・繁殖期：周年 草地､森林 昆虫類

オリイオオコウモリ 周年定着・繁殖期：５～11月頃 森林 植物の果実

オキナワコキクガシラコウモリ 周年定着・繁殖期：初夏 森林・森林に隣接する洞窟 飛翔性昆虫類

ジャワマングース 周年定着・繁殖期：２～10月頃 住宅地・農耕地・草地・森林 両生爬虫類・小型哺乳類・鳥類・昆虫類 ヘビ類

ネコ 周年定着・繁殖期：春季 住宅地・農耕地・草地・森林 両生爬虫類・小型哺乳類・鳥類・昆虫類 ヘビ類

サシバ 冬鳥 住宅地・農耕地・草地・森林 両生爬虫類・小型哺乳類・鳥類・昆虫類 －

キジバト 留鳥・繁殖期：周年 住宅地・農耕地・草地・森林 植物の果実・花・芽

コゲラ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 森林 昆虫類・クモ類・植物の種子

リュウキュウサンコウチョウ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 森林 飛翔性昆虫類

ヒヨドリ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 森林､住宅地 昆虫類､クモ類､果実､花蜜

イソヒヨドリ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 海岸・住宅地 昆虫類､植物種子

シロハラ 冬鳥 森林 昆虫類・木の実

シジュウカラ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 森林 昆虫類・クモ類､木の実

メジロ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 森林 昆虫類・クモ類､果実､花蜜

スズメ 留鳥・繁殖期：４～８月 住宅地・農耕地・草地 草本の種子・昆虫類

セッカ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 草地 昆虫類

シマキンパラ 留鳥・繁殖期：春季～夏季 草地・農耕地 －

イソシギ 冬鳥 海岸 水生昆虫類

シロチドリ 留鳥・繁殖期：４～７月 海岸 水生昆虫類

ハクセキレイ 冬鳥 低地の水辺・住宅地 昆虫類

カワラバト 留鳥・繁殖期：周年 住宅地 植物の果実・花・芽

ミナミイシガメ 周年定着・繁殖期：初夏 湿地・湖沼・水田 小型動物・植物 ヘビ類

クロイワトカゲモドキ 周年定着・繁殖期：５～８月 森林・洞窟 小型無脊椎動物(昆虫類・クモ類・ミミズ類)

ミナミヤモリ 周年定着・繁殖期：４～８月 森林 小型無脊椎動物(昆虫類・クモ類・ミミズ類)

ホオグロヤモリ 周年定着・繁殖期：４～９月 建造物 小型無脊椎動物(昆虫類・クモ類・ミミズ類)

アオカナベビ 周年定着・繁殖期：３～８月 草地・森林林縁 昆虫類・クモ類
猛禽類､ヘビ類､ジャワマングース､ネ

コ､クモ類､カマキリ類

ブラーミニメクラヘビ 周年定着・繁殖期：６～７月 農耕地・草地 アリの幼虫､蛹・シロアリ類
鳥類､ヘビ類､カエル類､ジャワマン

グース､ネコ

アカマタ 周年定着・繁殖期：６～８月 農耕地・森林 両生爬虫類・小型哺乳類・鳥類

ハブ 周年定着・繁殖期：７～８月 農耕地・森林 両生爬虫類・小型哺乳類・鳥類

ヌマガエル 周年定着・繁殖期：４～８月 止水域で繁殖 昆虫類

シロアゴガエル 周年定着・繁殖期：４～10月 止水域で繁殖 昆虫類

ヒメアマガエル 周年定着・繁殖期：３～７月 止水域で繁殖 アリ・シロアリ類

ヒメイトトンボ 周年定着 湿地・河川・池沼・水田 昆虫類

アオモンイトトンボ 周年定着・成虫4～11月 湿地・河川・池沼・水田 昆虫類

ウスバキトンボ 周年定着 湿地・河川・池沼・水田 昆虫類

オガサワラゴキブリ 周年定着 森林・住宅地 雑食性

ショウリョウバッタ 周年定着 草地 草食性

タイワンツチイナゴ 周年定着 草地・農耕地 草食性

キマダラヒバリ 周年定着 森林 草食性

オキナワモリバッタ 周年定着 森林 草食性

ハラビロカマキリ 周年定着・繁殖期：４～５月､９～10月頃 草地・森林 小型昆虫類

チョウセンカマキリ 周年定着 草地 小型昆虫類

オキナワナナフシ 周年定着・繁殖期：周年 草地・森林 奇主植物：バンジロウ

ギンネムキジラミ 周年定着 － 奇主植物：ギンネム

アカアシホソナガカメムシ 周年定着 － イネ科植物

ナナホシキンカメムシ 周年定着 森林 奇主植物：カンコノキ類・タイワンツルグミ

クマゼミ 周年定着 森林・住宅地 樹木(ホルトノキやセンダンなど)の汁液

ダンダラテントウ 周年定着 － アブラムシ類

ハイイロテントウ 周年定着 － キジラミ類

オキナワマドボタル 周年定着 － カタツムリ類

ツヤオオズアリ 周年定着 森林・草地 雑食性

オキナワチビアシナガバチ 周年定着 ススキ草地・チガヤ草地 鱗翅目の幼虫

シロオビノメイガ 周年定着 農耕地・草地 食草：イヌビユ・ハリビユ・ホウレンソウ

モンシロチョウ 周年定着 農耕地・草地 食草：アブラナ科植物

イシガケチョウ 周年定着 森林 食草：イヌビワ類・ガジュマル

シロオビアゲハ 周年定着 草地・農耕地・海岸 食草：サルカケミカン・シイクワシャーなど

ヤマトシジミ 周年定着 荒地・住宅地・森林林縁 食草：カタバミ

リュウキュウスナゴミムシダマシ 周年定着 － －

禽類､ヘビ類､ジャワマングーズ､ネコ

猛禽類、ヘビ類、ジャワマングース、

ネコ

鳥類､ヘビ類､ジャワマングース､ネコ､

大型クモ類

※夏鳥：春季に渡来して繁殖し、秋季により南の地域へ渡って越冬する鳥。 冬鳥：秋季に渡来して越冬し、春季により北の地域へ渡って繁殖する鳥。 留鳥：一年中その地域に生息する鳥。

猛禽類､ヘビ類､ジャワマングース､ネ

コ

猛禽類､小型哺乳類､トカゲ類､カエル

類､大型肉食昆虫類など
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表6.14-16(2) 主な動物種の生態的特性表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類名

①生息場所の利用様式

（定住性・繁殖・産卵等の時期や

日周活動等）

②生息場所の利用内容

（生息場所の利用内容及び

生息場所の環境要素）

③食性 ④捕食者

ナキオカヤドカリ 周年定着・繁殖期：６～８月頃 海岸に近いアダン(タコノキ科)林 － －

ムラサキオカヤドカリ 周年定着・繁殖期：６～８月頃 海岸の砂浜 － －

オカヤドカリ 周年定着・繁殖期：７～８月頃 海岸に近い陸上 － －

オオヒライソガニ 周年定着・繁殖期：４～７月頃 河川の河口域～上流域 － －

モクズガニ 周年定着・繁殖期：12～３月頃 河川の下流部から源流部 付着藻類・有機物 －

ミナミスナガニ － 汀線の砂地 － －

ヤシガニ 周年定着・繁殖期：６～10月頃 海岸の隆起石灰岩など割れ目 海浜植物の果実・腐肉 －

オキナワヤマタニシ 周年定着 森林

クビキレガイ 周年定着 海岸

アシヒダナメクジ 周年定着 農耕地

スナガイ 周年定着 －

ノミギセル 周年定着 －

オオカサマイマイ 周年定着 森林

シュリマイマイ 周年定着 森林

オキナワウスカワマイマイ 周年定着 草地・海岸林・農耕地

オナジマイマイ 周年定着 草地

鳥類・ネズミ類・コウガイビルなど

※夏鳥：春季に渡来して繁殖し、秋季により南の地域へ渡って越冬する鳥。 冬鳥：秋季に渡来して越冬し、春季により北の地域へ渡って繁殖する鳥。 留鳥：一年中その地域に生息する鳥。

デトリタス(生物体の破片・死がい・排泄物

及びそれらの分解産物一般)
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ウ）注目種・群集の選定 

自然環境を４つの類型区分に分け、その区分ごとに上位性、典型性、特殊性の

観点から重要と考えられる動物種を抽出し、抽出結果を表6.14-18に示しました。 

動物種のうち、平成14～15年においては、上位性として注目されるのはアカマ

タの１種、特殊性で注目されるのはオキナワコキクガシラコウモリの１種、典型

性で注目されるのはオキナワハツカネズミ、オキナワキノボリトカゲ、クロイワ

トカゲモドキ、ムラサキオカヤドカリ、オキナワモリバッタの５種としていまし

た。 

平成25年の現地調査でオキナワハツカネズミが確認されなかったことから、注

目種の再抽出を行い、ほぼ同様の生態系地位を持つワタセジネズミを代替の注目

種としました。 

 

表6.14-18 類型区分ごとの注目種 

類型区分 注目種 分類群 

注目種 

としての

視点 

台地・丘陵

地－常緑

広葉樹林 

オキナワシャリンバイ群落、ギ

ンネム群落、アダン群落、ハマ

イヌビワ群落、ヤブニッケイ群

落、アカギ群落、ガジュマル群

落、つる植物群落、オオバイヌ

ビワ群落、オオバギ群落 

アカマタ 爬虫類 上位性 

オキナワコキクガシラコウモリ 哺乳類 特殊性 

ワタセジネズミ 哺乳類 特殊性 

クロイワトカゲモドキ 爬虫類 典型性 

オキナワキノボリトカゲ 爬虫類 典型性 

オキナワモリバッタ 昆虫類 典型性 

ムラサキオカヤドカリ 甲殻類 典型性 

丘陵地－

草地植生 

ナピアグラス群落、パラグラス

群落、ススキ群落 

ワタセジネズミ 哺乳類 典型性 

ムラサキオカヤドカリ 甲殻類 典型性 

海浜－海

岸植生 

オオハマボウ群落、クサトベラ

群落、隆起サンゴ礁植生、海岸

砂丘植生 

ムラサキオカヤドカリ 甲殻類 典型性 

低地－裸

地 

緑の多い宅地、裸地（裸地・宅

地・道路） 

ワタセジネズミ 哺乳類 典型性 
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エ）類型区分別の生態系の構造と機能 

類型区分別に生態系の機能を整理したものを表6.14-19に示します。 

また、類型区分における生物群集の構造を図6.14-17に模式図として示します。 

 

表6.14-19 類型区分別の生態系機能 

台地・丘陵地
－

常緑広葉樹林

丘陵地－
草地植生

海浜－
海岸植生

低地－裸地

生物資源の生産 ○ ○ ○ △

生物多様性の維持 ○ ○ ○ △

遺伝子情報の維持 ○ ○ ○ △

繁殖地 ○ ○ ○ △

避難（隠れ）場 ○ ○ ○ △

生育地、生息地 ○ ○ ○ △

採餌場 ○ ○ ○ △

移動経路の提供 ○ ○ ○ ○

酸素の供給 ○ △ △ △

ＣＯ２の固定 ○ △ △ △

堆積、流失の抑制 ○ △ △ △

物質循環機能 水質・土壌の浄化 ○ ○ △ △

緩衝機能 汚染・栄養物質の補足 ○ ○ ○ △

類型区分

生態系の機能

△印は、一般的に機能のあることを示します。

生物的な機能

「場」としての機能

環境形成・維持の機能

注）○印は、一般的に重要とされる機能のあることを示します。
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（５）地域を特徴づける生態系の注目種・生物群集の状況 

ア 注目種の特性の整理 

注目種のうち上位性として注目されるアカマタ、特殊性で注目されるオキナワコ

キクガシラコウモリ、典型性で注目されるワタセジネズミ、オキナワキノボリトカ

ゲ、クロイワトカゲモドキ、ムラサキオカヤドカリ、オキナワモリバッタについて、

生活史・生活様式を表6.14-20～26に、確認位置を図6.14-13、図6.14-18～23に示

します。 

なお、オキナワハツカネズミの生活史・生活様式、確認位置についても、参考と

して掲載しています。 

 

表6.14-20 注目種の特性の整理（アカマタ） 

種名 アカマタ（Dinodon semicarinatum） 

分布 ・奄美諸島と沖縄諸島に広く分布します。 

当該地域におけ
る確認状況 

【H14～15】 

・法面の排水パイプの中、石垣の隙間、オキナワシャリンバイ林内で

確認されました。 

【H25】 

・古墓の前を徘徊している個体、石垣の隙間で休息している個体が計2

個体が確認されました。その他、抜け殻が2個体分確認されました。

食性 ・食性は広く、ネズミ、鳥、ヘビ、トカゲ、カエル、魚、時には孵化

したばかりのウミガメの子まで食べることが知られています。 

利用環境 ・耕作地から山地森林まで広い地域を生息場所としています。 

希少性 ・特に希少としている文献はありません。 
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表6.14-21 注目種の特性の整理（オキナワコキクガシラコウモリ） 

種名 オキナワコキクガシラコウモリ 
（Rhinolophus pumilus pumilus） 

分布 ・沖縄島、伊平屋島、宮古島 

当該地域におけ
る確認状況 

【H14～15】 

・哺乳類調査で、春季調査時に４個体、夏季調査時に８個体が確認さ
れ、確認はいずれも夜間でした。 
林内を飛翔中の個体はバットディテクターにより確認され、林内の
古墓内ではバットディテクターと目視により確認されました。 

・生態系調査において、４月、６月、７月の調査で３カ所の古墓内に
おいて確認されました。また、対象事業実施区域外で確認されたヒ
ージャーガマにおいて調査を行った結果、生息個体数は、10～15個
体程度の確認であり、数千個体のものも知られている沖縄島北部の
コロニーと比較すると、それほど大きなコロニーではありませんで
した。 

【H25】 

・哺乳類調査で、夏季調査時にのべ8個体、秋季調査時にのべ7個体が
確認されました。確認はいずれも夜間でした。 
主に林内を飛翔中の個体をバットディテクターによって確認しまし
た。2個体のみ目視でも確認しました。 

・対象事業実施区域外に位置するヒージャーガマにて7月、11月に生息
確認調査を行った結果、7月に25回、11月に14回のバットディテクタ
ーによる確認がありました。 

食性 ・餌は、小型の飛翔昆虫であり、蛾や蚊等の柔らかな体をもった昆虫
類と考えられています。 

利用環境 ・ねぐらの他に温湿度変化の少なく人による撹乱のない保育用の洞窟
も必要とします。また、おそらく冬眠はしないので温湿度の安定し
た冬季のねぐらと、近くに年間を通じて小型昆虫類の発生する安定
した森林が必要です。 

希少性 ・「環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリス
ト）第４次レッドリスト」（平成24年、環境省）で絶滅危惧ⅠＢ類
に指定されています。 

・「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 哺乳類」（平成12年、
環境省）で絶滅危惧ⅠＢ類に指定されています。 

・「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）―レッド
データおきなわ―」（平成17年、沖縄県）で絶滅危惧ⅠＢ類に指定
されています。 

・「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）」
（平成８年、沖縄県）で危急種に指定されています。 

 

 

6-14-42







表6.14-22 注目種の特性の整理（ワタセジネズミ） 

種名 ワタセジネズミ（Crocidura watase） 

分布 ・奄美諸島、沖縄諸島の島々に広く分布します。 

当該地域におけ

る確認状況 

【H14～15】 

・対象事業実施区域外のみの確認で、冬季調査時にトラップＣ（草地）

で3個体を捕獲確認しました 

【H25】 

・対象事業実施区域内で、秋季に林縁の側溝内で死体１個体、対象事

業実施区域外では、秋季に林縁の舗装道路上で死体２個体を確認し

ました。 

食性 ・小型昆虫類、クモ類を捕食します。 

利用環境 ・河畔のヤブや草地、耕地、低山の低木林等に生息します。石の間や

物かげに巣を作り、周年繁殖します。2～4頭の仔を産みます。 

希少性 ・「環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリス

ト）第４次レッドリスト」（平成24年、環境省）で準絶滅危惧に指

定されています。 

・「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 哺乳類」（平成12年、

環境省）で準絶滅危惧に指定されています。 

・「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）―レッド

データおきなわ―」（平成17年、沖縄県）で準絶滅危惧に指定され

ています。 

・「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）」

（平成８年、沖縄県）で希少種に指定されています。 

 

表6.14-23 注目種の特性の整理（オキナワハツカネズミ） 

種名 オキナワハツカネズミ（Mus caroli Bonhote） 

分布 ・県内では沖縄島にのみ分布します。そのほか国内では小笠原からも

知られていますが由来等の再確認が必要です。 

当該地域におけ

る確認状況 

【H14～15】 

・確認はトラップ調査による捕獲確認でした。 

春季調査時に草地、林縁で１個体ずつ捕獲され、夏季調査時に林縁

で１個体が捕獲されました。 

【H25】 

平成25年度の調査では確認されませんでした。 

食性 ・主に植物の種子を食べ、時にはチョウやバッタ等の昆虫類も捕食し

ているものと考えられています。 

利用環境 ・サトウキビ畑、荒れ地、水田、草地、森林の林縁部付近に穴を掘っ

て生息します。 

希少性 ・「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）―レッド
データおきなわ―」（平成17年、沖縄県）で情報不足に指定されて
います。 

・「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）」

（平成８年、沖縄県）で希少種に指定されています。 
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表6.14-24 注目種の特性の整理（オキナワキノボリトカゲ） 

種名 オキナワキノボリトカゲ（Japarula polygonata polygonata） 

分布 ・奄美諸島・沖縄諸島に分布します。 

当該地域におけ

る確認状況 

【H14～15】 

・春季調査時に１個体、夏季調査時に19個体が確認されました。昼間

は樹幹で確認され、夜間は樹木の梢部で寝ている個体が確認されま

した。確認環境は、林内及び林縁でした。 

【H25】 

・対象事業実施区域内では、夏季に13箇所13個体、秋季に4箇所4個体、

対象事業実施区域外では、夏季に3箇所3個体を確認しました。昼間

に樹冠を徘徊する個体や、夜間に枝先で休息する個体などがみられ

ました。 

食性 ・餌は昆虫類等の小動物です。 

利用環境 ・森林地帯で、公園の緑地や植林地、原生林まで利用し、低地から山

地付近まで幅広く生息します。 

希少性 ・「環境省版レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリス
ト）第４次レッドリスト」（平成24年、環境省）で絶滅危惧Ⅱ類に
指定されています。 

・「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 爬虫類・両生類」（平

成12年、環境庁）で絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。 

・「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）―レッド

データおきなわ―」（平成17年、沖縄県）で絶滅危惧Ⅱ類に指定さ

れています。 
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