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・ を利用した野生動物生息域の把握GIS GPS
農業環境技術研究所 生態系計測研究領域

岩崎亘典

１．はじめに

近年、中山間地域を中心に、サル、シカ、イノシシ、クマ等の野生獣類による農作物被害が深

刻な問題となっている。一方でこれらの野生獣類の中には、日本の固有種や希少な地域個体群

等が含まれる場合もあり、保護と管理が一体となった対策の実施が求められいている。そのため

平成１５年の「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の改正、施行に伴い、特定鳥獣保

護管理計画の制度が設立された。この制度の中では、科学的な見地に基づき保護管理計画を

策定すること、計画目標を達成するための施策として、個体数管理、生息環境管理、被害防除対

策等の保護管理事業の実施が求められいてる（環境省、 ）。1999

（ ）や （ ）は、野生生物の生GPS Global Positioning System GIS Geographical Information System

態に関する科学的知見や、保護管理計画の実施にあたって有効なツールである。本講義では、

その活用例として野生動物の行動を把握するための 機器の開発、及び データの利用GPS GPS

方法について紹介する。また、生息環境管理のための土地利用データを用いた野生動物の生

息域拡大の解析方法を紹介する。

２．中・小型ほ乳動物用GPSテレメトリの開発

とは「 」の略である。日本語では「全地球測位システム」ともいわGPS Global Positioning System

GPSれ、この名前の示すように地球上の何処でも、現在位置を測ることが出来る。具体的には、

衛星の位置と、 衛星から発信された電波の到達時間から計算した距離に基づき測位を行GPS

う。そのため、電波が遮断される場所、例えば屋内やトンネルの中、屋外でもビル街や森林の中

では、測位が出来ない、もしくは出来ても時間がかかる場合がある。

近年、この を内蔵したテレメトリシステムが実用化されつつあり、野生生物の生態調査へGPS

の貢献が期待されている。しかし、 テレメトリシステムは、主に欧米のクマやヘラジカなどのGPS

大型ほ乳動物を対象として開発されたため、日本国内に生息する中・小型のほ乳動物に対して

利用するには、重量が重い、寿命が短い、高価である等の問題があった。一方で、 テレメトGPS

リは従来のラジオテレメトリに比べ位置の誤差が小さい、継続的・定期的位置情報の取得が可能

である、省力化が見込める等の有利な点が多くある。ここでは、現在開発中の日本国内で使用可

能な テレメトリシステムとその試験結果について紹介する。GPS

今回開発したシステムは、日本国内でニホンザルやシカなどの中・小型ほ乳動物を対象とした

運用を前提としたため、総重量が 以下の小型・軽量であることと、日本国内の電波法に適200g

合した特定小電力方式の無線通信によるデータの回収と機器の制御が可能であることの２点を

ハードウェア面での開発目標とした。また、特定小電力方式では無線通信の周波数帯及び出力

の規定により通信距離が短いという欠点があるため、多段階の中継機能を実装することにより、

長距離通信を可能にすることとした。

また、従来の テレメトリ用首輪は主に生態学的な調査用に開発されているため、定期的にGPS

の と をくり返し測位を行う機能しかない場合が多い。そのため、リアルタイムに近いGPS ON OFF
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位置確認が必要となる獣害発生の予測などに用いるのには、十分な機能を持つとはいえない。

そこで、ソフトウェアを改良して、生態調査のための機能と、獣害防除のための機能の両方を持

ち、切り替えを可能にすることを目指した。

テレメトリシステムの現時点までに開発済みの部分について説明する。本システムは、首GPS

輪型 子機、中継器、親機、制御用ソフトウェアによって構成される。システムの中心となるGPS

を内蔵した首輪の重量は約 であり、通信機能を持った 内蔵型の首輪としては、世GPS 170g GPS

界 軽量である。親機は ケーブルを用いて と接続して使用し、重量は約 、通信範USB PC 130g

囲は障害物のない状態で ～ である。中継器は × × と非常に小型であ500 700m 2.4 3.6 1.5cm

り、電源は乾電池を用いる。また、首輪型 子機からの信号を中継する機能とは別に、温度計GPS

や赤外線センサーなどの機器を 大 個接続することが可能である。10

図１に運用試験結果を示す。運用期間であるが、 分に 回、 分間の稼働という設定で約30 1 5

日間であった。３時間に１回の測位とした場合、約 日間の運用が可能になると考えられる。10 60

一方で、この運用試験の結果から問題点も明らかとなった。特に成功率が低く、全体を通して

にとどまった。時間別では、夜間の成功率が低く、昼間の成功率が高い傾向がみられた。17.4%

これは、夜間には森林内で休息しているため、 衛星からの信号を受信できなかったためとGPS

考えられる。

そこで、 ユニットを高感度のものに交換した機器を開発し、農環研敷地内で定点試験をGPS

行った。図２に ユニットを交換する前の旧機種と、交換後の新機種の比較試験の結果を示GPS

す。比較の結果、測位の成功率、測位完了までにかかる時間、測位精度の全ての点で新機種で

改善がみられた。特に森林内での成功率は格段に高くなり、実際の運用時の成功率の改善が期

待される。

制御用ソフトウェアに関しては、現在までに一定間隔で間欠的に測位をくり返す生態調査用プ

ログラム、無線通信機能を活用して首輪を装着した個体の接近を感知するプログラム、接近を感

知した場合に を起動させ、より精密に位置を推定する接近感知・ 併用プログラムを開GPS GPS

発した。例えば獣害防除にあたって大まかな位置の確認が必要な場合、接近感知プログラムを

使用して長期間にわたる運用が可能である。より詳細な位置が必要な場合、運用期間が短くなる

ものの、接近感知・ 併用プログラムを用いるのが望ましい。この様に使用目的に合わせて設GPS

図 を装着したニホンザルと により得られた位置情報1 GPS GPS
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定を変更することにより、様々な場面に合わせた柔軟な運用が可能となった。

今後、現在開発中のプログラムの運用試験を行うと共に、機器の改良を進め、実用化を目指

す。また、 の中継器を制作したことにより、副次的に温度計などのセンサーを接続することがGPS

可能となった。そこで、将来的には図 に示したような無線通信と各種センサーを組み合わせた3

統合的農業環境監視システムの構築を目指していきたい。

３．GPS情報を用いた野生生物の生息地選択性評価

前述の テレメトリで習得した位置情報をはじめ、様々な野生生物の生息に関する位置情GPS

報がある。これらの位置情報の分布から、生息範囲の概要を推測することは可能であるが、環境

選択性の定量的な評価等は困難である。そこで、 （ ）を用いGIS Geographical Information System

た周辺環境の定量的評価手法について解説する。

周辺環境の解析、すなわち近傍解析には、 短距離分析とバッファー分析が多く用いられる。

) 開放空間での試験a ) 広葉樹林内での試験b

) 針葉樹林内での試験c
図２ 新旧 ユニットの測位精度の比較GPS

図３ 総合的農業環境監視システムイメージ
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短距離分析は、その名の通り任意の地点や土地利用間の 短距離を測定するものである。例

えば、 によって得られた位置情報と農耕地や森林等との 短距離を測定する方法である。GPS

測定法は複数あり、 も容易なのは手作業で地点間の距離を測定する方法である。図 に示4

した例では、赤い丸で示された の測位地点から、黄色で示される水田までの距離を計測しGPS

ている。この方法は、複雑な処理を必要としない反面、複数の対象について測定することが困難

である。複数の地点や土地利用を対象とする場合、距離ラスターを作成する方法がある。図 に5

距離ラスターの例を示す。半透明の白黒で示されるのが距離ラスターであり、一つ一つのセルに

は赤い点からの距離が入っている。例えば、このラスターと黄色で示される水田の中に含まれる

値の 小値を明らかにすれば、測位地点からそれぞれの土地利用までの 短距離が明らかとな

る。

このような 短距離により周辺環境を評価する方法は、目的とする土地利用が明らかな場合に

有効である。例えば、 による測位地点からの距離を計測することにより、どこにある農耕地がGPS

獣害の発生する可能性が高いか推定することが出来る。しかし、測位地点の周辺に農耕地が多

いのか否かといった解析を行うには適していない。

この様な場合に多く使われるのがバッファー分析である。バッファー分析は、点や線、ポリゴン

などの地図上の図形から、任意の距離のバッファーを発生させる方法である。図 は、先ほどと6

同じ測位地点から半径 のバッファーを発生させた例である。例えばこのバッファーと土地500m

利用図を重ね合わせ（オーバーレイ分析）、 以内の土地利用を定量的に評価することが出500m

来る。また、バッファーは複数の図形から同時に発生させることも出来る。図 は複数の測位地7

点からバッファーを発生させた例である。この場合、連続的に得たデータを用いて周辺環境の利

用を解析することが可能となる。

一方で、これらの処理は ソフトウェアの使用方法について一定の技能が必要とされる。特GIS

に、バッファー分析は 分析の中でも基本的かつ有効なものにもかかわらず、手順が煩雑でGIS

あるため一般に使われているとは言い難い状況にある。そこで、我が国でもっとも普及している

ソフトウェアである の拡張スクリプトとして土地利用解析プログラムを開発した。GIS ArcGIS 9

図 手作業による距離の測定4 図 土地利用と距離ラスターの重5
ね合わせ
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本プログラムは、三つの機能を持っている。一つは、 座標系のテキスト形式の位置情WGS84

報を 上で利用可能な東京座標系のシェイプファイル形式に変換する変換プログラム。次ArcGIS

に、シェイプファイル形式に変換された位置情報に基づき、任意の距離内にある農地を選択、抽

出する土地利用抽出機能。そして、シェイプファイル形式の位置情報から任意距離のバッファー

を発生させ、その中に含まれる土地利用地目毎に面積を集計する土地利用解析機能である。こ

れにより、野生生息範囲内の土地利用と被害が生じる可能性のある農地を容易に把握することを

可能とした。現在、このプラットフォームは特定のフォーマットでしか使用できないが、今後は様々

なフォーマットでも使用できるものに改良を進めていく。

４．コスト距離法を用いた野生動物の生息域拡大過程の評価

前述の 短距離分析やバッファー分析は、日単位や月単位で得られる位置情報を解析する

のには適しているが、数年から数十年にわたる長期間、広範囲での生息域の変化の評価には適

しているとはいい難い。言い換えれば、集落を対象とした獣害防除や対策の為の情報としては有

効であるが、複数の市町村もしくは都道府県を単位とした保護管理計画には有効とは言い難い。

図 １つの点から発生させたバッファー6 図 複数の点 バッファー7 から発生させた

図 生息域解析プログラムの実行例8
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また、広範囲にわたる生息域変動を評価する場合、どの様な方向に、どの程度の速度で生息域

が拡大するか評価することが求められる。

この様な生息域の拡大を評価するにあたっては、生息地としての好適性と共に、その連続性

や配置などを評価する必要があるといわれている。現在、土地利用地目や植生に基づく生息地

の好適性の評価は行われているが，その配置や面積，形状等の空間構造を考慮した評価手法

は確立していない。ここでは，野生動物の生息域変化に及ぼす空間構造の影響を定量的に評価

するため，生息域の拡大のしにくさを示すコスト距離という概念を用いた手法を開発する。また，

房総半島におけるニホンザルの生息域変動を例として本手法を適用し，評価図を作製する。

コスト距離とは，土地利用毎に設定されるコスト値と実際の距離との積で示され，生息域拡大

時に通過しにくい土地利用ほどコスト値が大きい。ここでは，生息域拡大の有無を目的変数，生

息域が拡大したコスト距離を説明変数とするロジスティック回帰分析を行い、各土地利用のコスト

値を推定する。

各土地利用のコスト値は，回帰分析の赤池情報量基準（ ）が 小となるものを反復計算にAIC

より求めた（図 ）。 は統計モデルの良さを評価する指標であり，小さいほど回帰分析の当9 AIC

てはまりがよいといえる。このコスト値を用いて累積コスト距離図を作製する。この際，コスト距離

が遠い地点が生息域が拡大しにくく，近い地点が拡大しやすいといえる。

本事例では， 年代から 年代半ばにかけての房総半島におけるニホンザルの生息域1970 1980

拡大過程に本手法を適用する。房総丘陵ニホンザル調査隊( )の報告から 年代初頭に1972 1970

おける生息確認地点を，千葉県環境部自然保護課( )及び千葉県自然環境部・房総のサル1989

管理調査会( )の報告から 年代半ばにおける生息確認及び非生息確認地点を入力し2000 1980

た。土地利用は環境省発行の自然環境 第二版に含まれる植生図を読み替えて作製した。GIS

以上の情報から得た 年代半ばの生息確認の有無をロジスティック回帰分析の目的変数1980

に， 年代初頭に生息が確認された地点から 年代半ばに生息の有無いずれかが確認1970 1980

された地点までの 短累積コスト距離を説明変数とした。

分析の結果、単純距離に比べ，コスト距離を用いた方が が小さく，回帰分析の当てはまりAIC

がよかった。本手法により推定されたコスト値は，樹林地で低く，畑や水田等の農耕地，ゴルフ場

や草地等の開放的な空間及び住宅地で高い傾向が認められた（表１）。また，分析対象地域の

南部には直線距離が近いにもかかわらず生息域拡大が認められないが，この地域は水田や住

宅地が密集し累積コスト距離が遠いためと考えられる。一方で，中央北部の様にコスト距離が近

図 反復計算のアルゴリズム9
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いにもかかわらず拡大が認められない場合もあ

る。（図 ）10

本研究により作製された評価図は，ニホンザ

ルの生息域変動の予測に活用することが可能

である。、ただし、予測対象となる地域や時間ス

ケールが異なる場合，コスト値の再計算が必要

である。また、本手法は他の野生動物の生息域

拡大のモデル化への適用が期待できる。

５．終わりに

や により得られる情報は鳥獣害の防除に有効な情報を供給することができ、鳥獣害GPS GIS

防除の実施の省力化、効率化や計画策定に貢献できると考えられる。しかし、あくまでも省力化

や効率化のための情報であり、継続的な被害防除対策が必要である。また、今回は鳥獣害の防

除という視点から活用例を示したが、様々な空間的情報をデータベース化し、統合的に扱うのが

の特徴である。今後、どの様な場面で の活用が可能なのか考えていきたい。GIS GIS

1 AIC表 推定されたコスト値と

) 年代の生息確認地点からb 1970
の累積コスト距離図

) 年代の生息確認地点からa 1970
の直線距離図

図 ニホンザルの生息域の拡大とコスト距離の比較10
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