
Ⅰ．はじめに

深刻化するニホンジカ（Cervus nippon，以下，

シカ）の森林被害対策として，捕獲駆除は必要

不可欠となってきている（Simard et al. 2013）．

効率的な捕獲駆除を実現するため，筆者らはシ

カの存在しやすい箇所を推定できるモデルを構

築し（以下，シカ出現予測モデル）（江口ほか

2016），この成果を地図上に表示できる無料ア

プリ「やるシカない！」として一般公開してい

る（江口 2016）．このアプリは被害対策に有用

であるものの，今後予測される個体数の増加や

生息環境の変化に伴うシカ行動パターンの変化

に対応できるように，モデルを定期的に更新し

なければならない．2019年現在，「やるシカな

い！」は GPS首輪を用いたシカ追跡データで

構築したモデル（以下，GPSモデル）を基盤

としている．しかしながら，GPS首輪による

調査は労力的・費用的にコストがかかるため，

GPSモデルを長期的，広範囲にわたって定期

的に更新していくことは難しい．他の調査デー

タを利用したモデル更新手法の構築が求められ

る．

モデルの更新には広範囲のシカ存在データが

必要となるが，広範囲のシカ存在データを収集
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する方法として，地域住民からのシカ目撃の聞

き取り調査が知られている．このシカ目撃情報

を活用できれば，低コストにモデル更新を行う

ことが可能になると考えられる．

そこで，本研究では，この手法によって目撃

更新モデルを構築するとともに，GPSモデル

との精度の違いについて評価することを一つ目

の目的とした．

つぎに，既存のシカ出現頻度を表すモデルは

250×250 mメッシュを最小単位としているた

め，利用者からより細かいメッシュでの出現予

測の要望もあった．この課題を解決するため，

近年森林・林業分野で急速に発展し利用拡大し

ている無人航空機 （Unmanned aerial vehicle, 以

下，UAV）（Anderson and Gaston 2013; Olsoy et 

al. 2018）及び地上レーザースキャナ（Bauwens 

et al. 2016; 千葉 2017）に着目した．UAVによ

る空中写真を活用すれば，既存モデルで利用し

ている 1998年時の立地環境情報を，最新のも

のに更新できる可能性がある．また，地上レー

ザースキャナを用いれば，林内環境を詳細に解

析できるため，250 mメッシュ以下のより細か

い情報も考慮して予測できる可能性がある．そ

こで本研究では，UAVと地上レーザースキャ

ナを用いたシカ出現予測技術の高度化を検討す

ることを二つ目の目的とした．

Ⅱ．材料と方法

1. 対象地とデータ収集

1） 対象地

対象地はシカ被害が深刻化している愛知県東

部～長野県南部地域の里山地域とした．

2）GPS首輪調査

シカの行動特性を把握するため，GPS首輪

を利用した行動調査を行った．愛知県新城市

（34°99′N，137°50′E）および豊根村（35°

12′N，137°71′E）において，2013年 12月～

2019年 2月にかけて，全方位解放型のオリ付

囲いワナで推定 1－ 2齢のシカ 13頭を捕獲し

た（新城8個体，豊根5個体）．GPS首輪（Tellus1D, 

Followit, AB, Sweden）を 2個体に，GPS-アル

ゴス首輪（TGW-4583-3 GPS/ARGOS, Tellonics, 

USA）を 9個体に，GPS-イリジウム首輪（GPS 

Iridium TrackM, Lotek, USA）を 2個体に装着さ

せ，放獣後に測位間隔 2時間で GPSデータを

取得した．調査期間は少なくとも 1ヶ月以上と

した．

3）目撃情報調査

シカ目撃情報を収集するため，対象地域内の

行政職員を対象としたシカ目撃 webアンケー

トを実施した．目撃時間，箇所（緯度経度），

頭数等を送信できるアンケートシステム（現在

は https://shikadoko.jp/として運用中）を構築し，

2015年 1月から 2019年 9月まで合計 849頭分

のデータを収集した．

4）UAV調査

2017年 2月及び 6月に，シカ GPS首輪デー

タ の あ る 区 域 で UAV（Phantom2 お よ び

Phantom4Pro, DJI, China）を用いた空中写真撮

影を行った．得られた写真を Structure from 

Motion（SfM）技術によって 3次元画像化し「国

土数値情報・標高傾斜度 5次メッシュ」（250 m

メッシュ）に重ねて人工林率，広葉樹林率，農

地率を算出した．データ処理方法は（田村ほか

2015）に従った．また，「自然環境情報 GIS提

供システム・植生調査（1/50,000）」の GISデー

タ（http://www.biodic.go.jp/trial System/shpddl.

html，2017/8/1アクセス）と「QGIS ver 3.4 （QGIS 

Development Team 2019）」を用いて，UAVと同

様に同区域で人工林率，広葉樹林率，農地率を

算出した．

5）地上レーザー調査

また，2016年 11月に捕獲したシカ 2頭に着

目し，約半年間の GPS測位数の多い箇所と少
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ない箇所（図 1）で地上レーザースキャナ

（LMS511, SICK, 東京）による環境計測を行っ

た．調査範囲は約 150 m2とし，スギヒノキ人

工林（平均樹高 23 m，平均胸高直径 27 cm）の

2か所と，シイ・カシを中心とした広葉樹林（林

冠高約 10 m）の 2か所で測定した．計測は 1

か所あたり 4～ 5地点で行った．得られたデー

タから，植生量の指標となるボクセルサイズ

15 cm点群数（以下，植生量）を算出した．測

定及びデータ処理方法は（加藤ほか 2014）を

参考にした．

2. シカ出現予測の精度向上ためのモデル解析

1）モデルの構成と利用データ

250×250 mメッシュを単位としたシカの出

現しやすさを推定できるモデルを以下のとおり

構成した．

まず，GPSで測位した全時間に対する i番目

のメッシュにとどまっていた時間の長さを，

メッシュ iにおけるシカ sの存在確率（ProbGPS 

[s,i]，以下，GPS率）として，

ProbGPS[s,i] = GPSCount[s,i] / TotalGPSCount[s]

 …（2.1）

と定義した．ここで，GPSCount[s,i]はシカ sの

メッシュ i内での測位数（以下，測位数），

TotalGPSCount[s]は調査期間内でのシカ sの全

測位数（以下，全測位数）を示す．ただし，測

位情報がなかったメッシュは評価が難しいため

解析から除いた．データが得られたメッシュの

うち，後述のモデル構築に 50 %のデータ，モ

デル検証に 50 %のデータを使用した．

次に，メッシュ iにおけるアンケートデータ

を基としたシカの目撃確率（ProbQ[i]，以下，

目撃率）を，

ProbQ[i] = CountQ[i] / TotalQ …（2.2）

と定義した．ここで，CountQ[i]はメッシュ i

内でのシカ目撃数（以下，目撃数），TotalQは

目撃数合計を示す．目撃情報のなかったメッ

シュは評価が難しいため解析から除いた．最後

に，メッシュ iでのシカの出現しやすさ（シカ

出現期待値）は，異なる調査法の間でも同一で
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図 1　地上レーザースキャナ調査位置．丸印はシカの即位地点を示す．Aは広葉樹林でシカ滞在頻度の高い地点，Bは広葉樹林

でシカ滞在頻度の低い地点，Cはスギヒノキ人工林でシカ滞在頻度の高い地点，Dはスギヒノキ人工林でシカ滞在頻度の低い

地点である．



あると仮定し，

ProbGPS[,i]の期待値 = ProbQ[i]の期待値

 …（2.3）

とした．なお，シカの行動パターンは個体ごと，

時間帯（石塚ほか 2007；江口ほか 2016），もし

くは季節（Igota et al. 2004; Kamei et al. 2010）

で異なる可能性があるため，個体ごと，日中と

夜間，狩猟期と非狩猟期で，それぞれモデル化

を行った．TotalQの値は日中で 549，夜間で

300だった．データが得られたメッシュのうち，

後述のモデル構築に 50 %のデータ，モデル検

証に 50 %のデータを使用した．

各期待値を決定するパラメータとして，地形

及び植生を用いた．地形データはメッシュ内の

平均傾斜（degree）とし，「国土数値情報・標

高傾斜度 5次メッシュ」の GISデータ（http://

nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-G04-b.

html，2017/8/1アクセス）を利用した．植生デー

タは，メッシュ内の森林率，農地率，牧草地等

率（牧草地とゴルフ場を含む．いずれも %）

とし，「自然環境情報 GIS提供システム・植生

調査（1/50,000縮尺）」の GISデータを利用し

た（http://www.biodic.go.jp/trialSystem/shpddl.

html，2017/8/1アクセス）．データはフリーの

GIS ソ フ ト「QGIS（QGIS Development Team 

2019）」を用いて数値化した．

なお本研究での推定は，階層ベイズモデルと

して構築し，マルコフ連鎖モンテカルロ法（以

下，MCMC法）で事後分布を推定する手法を

用いた（以下，階層ベイズ法）．

2）GPSモデル

式中の「＝」は不確実性のない決定論的過程

を示し，「～」は確率分布からの確率論的過程（無

作為抽出）を示す．

G P S C o u n t [ s , i ]  ~  B i n  ( p G P S C o u n t [ s , i ] , 

TotalGPSCount[s]) …（2.4）

G P S C o u n t [ s , i ] は， p G P S C o u n t [ s , i ]

（ProbGPS[,i]の期待値）を確率とする二項

分布に従うと仮定．

logit (pGPSCount[s,i]) = EnvironF1[i] + rSika[s]

 …（2.5）

pGPSCount[s,i] は メ ッ シ ュ ご と の

EnvironF1[i]，シカ ID 毎のランダム項

rSika[s]（=シカ個体毎の行動特性や GPS

首輪による誤差を表現）からなる関数と仮

定．リンク関数は logitとした．

EnvironF1[i] = a[0] + a[1]*森林率 [i] + a[2]*農地

率 [i] + a[3]*牧場等率 [i] + a[4]*平均傾斜 [i]

 …（2.6）

EnvironF1[i]は植生及び地形 GISデータか

らなる関数と仮定．

a[ j]~ Normal (0, 100) …（2.7）

a[ j]は平均 0，標準偏差 100の正規分布か

らの抽出であり，j=0, 1, 2, 3, 4, 5である．

rSika[s] ~ Normal (0, σrSika) …（2.8）

rSika[s]は平均 0，標準偏差 σrSikaの正規

分布からの抽出．

σrSika~Uniform (0,100) …（2.9）

σrSikaは 0-100の一様分布から抽出し，幅

の広い超事前分布を設定．

3）アンケートモデル

式中の「＝」は不確実性のない決定論的過程

を示し，「～」は確率分布からの確率論的過程（無

作為抽出）を示す．

CountQ[i] ~ Bin (pCountQ[i], TotalQ) …（2.10）

CountQ[i]は，pCountQ[i]（ProbQ[i]の期待

値）を確率とする二項分布に従うと仮定．

logit (pCountQ [i]) = EnvironF2[i]+ rMesh[i]

 …（2.11）

pCountQ[i]は，メッシュごとの EnvironF2[i]

（式（2.6）と共通），メッシュ番号毎のラ

ンダム項 rMesh[i]（=メッシュ毎に回答者

数や意識等が異なるとし，誤差として表現）

からなる関数と仮定．リンク関数は logit
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とした．

EnvironF2[i] = b[0] + b[1]*森林率 [i] + b[2]*農

地率 [i] + b[3]*牧場等率 [i] + b[4]*平均傾

斜 [i]

 …（2.12）

b[ j]~ Normal (0, 100) …（2.13）

b[ j]は平均 0，標準偏差 100の正規分布か

らの抽出であり，j=0, 1, 2, 3, 4, 5である．

rMesh[i] ~ Normal (0, σrMesh) …（2.14）

rMesh[i]は平均 0，標準偏差 σrMeshの正

規分布からの抽出．

σrMesh ~ Uniform (0,100) …（2.15）

σrMeshは 0-100の一様分布から抽出し，

幅の広い超事前分布を設定．

4）GPS・アンケートモデル

式（2.6）および式（2.12）を同時に計算して，

EnvironF3を定めた．すなわち，

EnvironF3[i] = c[0] + c[1]*森林率 [i] + c[2]*農地

率 [i] + c[3]*牧場等率 [i] + c[4]*平均傾斜 [i]

 …（2.16）

となる c[ j] (=a[ j]=b[ j]) ( j=1, 2, 3, 4)を推定

した．

5）MCMC法による推定と収束診断

GPSモデル，アンケートモデル，GPS・アン

ケートモデルそれぞれについて，パラメータ推

定のためのソフトウェアとして「JAGS3.4.0（7）」

を用い，フリーの統計ソフト「R（R Development 

Core Team 2019）」内で計算した．初期値の影

響や自己相関を避けるため，最初の 1万回の試

行データを切り捨て，以後 1万回の試行データ

から 100回毎にサンプルを抽出した．推定は異

なる初期値を用いて 3連鎖計算を行い，R-hat

値が 1.1未満となっているときに連鎖が定常状

態に収束していると判断した（Gelman et al. 

2013）．また，各係数の効果について，推定値

の 95 %信用区間（CI）下限が 0より大きけれ

ば正の効果，95 %CI上限が 0未満ならば負の

効果があると判断した．

6) モデルの評価

2 1）で述べた検証用の GPS首輪データ及び

アンケートデータを用いてシカ存在率（調査誤

差を除いたシカ出現期待値（すなわち logistic

（EnvironF））とモデル予測値（GPS率又は目撃

率）を GPSモデル，アンケートモデル，GPS・

アンケートモデルそれぞれで算出し，ピアソン

の相関分析で評価した．

3. シカピンポイント出現予測のためのモデル解

析

1）モデルの構成

250×250 mメッシュを単位としたシカの出

現しやすさを推定できるモデルを以下のとおり

構成した．

まず，GPSで測位した全時間に対する i番目

のメッシュにとどまっていた時間の長さを，

メッシュ iにおけるシカ sの存在確率（ProbGPS 

[s,i]，以下，GPS率）として ,

ProbGPS[s,i] = GPSCount[s,i] / TotalGPSCount[s]

 …（3.1）

と定義した．ここで，GPSCount[s,i]はシカ sの

メッシュ i内での測位数，TotalGPSCount[s]は

調査期間内でのシカ sの全測位数を示す．ただ

し，測位情報がなかったメッシュは評価が難し

いため解析から除いた．なお，シカの行動パター

ンは個体ごと，時間帯（石塚ほか 2007；江口

ほか 2016），もしくは季節（Igota et al. 2004; 

Kamei et al. 2010）で異なる可能性があるため，

個体ごと，日中と夜間，狩猟期と非狩猟期で，

それぞれモデル化を行った．

各期待値を決定するパラメータとして，地形

及び植生を用いた．地形データはメッシュ内の

平均傾斜（degree）とし，「国土数値情報・標

高傾斜度 5次メッシュ」を利用した．植生デー

タは，上述のUAVもしくはGISで算出したデー

タとした．
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なお本研究での推定は，階層ベイズ法を用い

た．

2）モデリング

式中の「＝」は不確実性のない決定論的過程

を示し，「～」は確率分布からの確率論的過程（無

作為抽出）を示す．

GPSCount[s,i]~Bin(pGPSCount[s,i],TotalGPSCoun

t[s]) …（3.2）

GPSCount[s,i]は，pGPSCount[s,i]（ProbGPS[,i]

の期待値）を確率とする二項分布に従うと

仮定．

logit(pGPSCount[s,i]) = EnvironGIS[i] …（3.3）

logit(pGPSCount[s,i]) = EnvironUAV[i] …（3.4）

pGPSCount[s,i]はメッシュごとの環境要因

(EnvironGIS[i]，EnvironUAV[i])からなる関

数と仮定．リンク関数は logitとした．

EnvironGIS[i] = a [0] + a[1]*GIS 人工林率 [i] + 

a[2]*GIS広葉樹林率 [i] + a[3]*GIS農地率

[i]+ a[4]*平均傾斜 [i] …（3.5）

EnvironGIS[i]は GISから算出した植生と

地形からなる関数とした．

EnvironUAV[i] = aʼ[0] + aʼ[1]*UAV人工林率 [i] + 

aʼ[2]*UAV広葉樹林率 [i] + aʼ[3]*UAV農地

率 [i]+ aʼ[4]*平均傾斜 [i] …（3.6）

EnvironUAV[i]は UAVから算出した植生と

地形からなる関数した．

a[ j]~ Normal (0, 100) …（3.7）

aʼ[ j]~ Normal (0, 100) …（3.8）

a[ j] と aʼ[ j]は平均 0，標準偏差 100の正規

分布からの抽出であり，j=0, 1, 2, 3, 4である．

Diff[ j] = a[ j]- aʼ[ j] …（3.9）

Diffは GISを利用したモデルと UAVを利

用したモデルの係数の差であり，人工林率，

広葉樹林率，農地率について検討した（ j=1, 

2, 3）．

3）MCMC法による推定と収束診断

パラメータ推定のためのソフトウェアとして

「JAGS ver3.4.0」（Plummer 2003）を用い，統計

ソフト「R ver3.5.3（R Development Core Team 

2019）」内で計算した．最初の 300回の試行デー

タを切り捨て，以後 3000の試行データからサ

ンプルを抽出した．推定は異なる初期値を用い

て 3連鎖計算を行い，R-hat値が 1.1未満となっ

ているときに連鎖が定常状態に収束していると

判断した（Gelman et al. 2013）．収束を確認し

た後，Diffの 95 %信用区間（CI）下限が 0よ

り大きい，もしくは上限が 0未満ならば，GIS

による推定と UAVによる推定の間に明確な違

いがあると判断した．

4）地上レーザーデータの解析

測位数の大小を応答変数とした一般化線形モ

デルを構築し，説明変数の効果を評価した．応

答変数は二項分布を仮定し（測位数の多い箇所：

1，少ない箇所：0），リンク関数は logitとした．

説明変数には，植生量，上層木の立木密度，上

層木の種類（スギヒノキか広葉樹か）を用い，

赤池情報量基準（AIC）によるモデル選択を行っ

た．解析には統計ソフト「R（R Development 

Core Team 2019）」を用いた．

Ⅲ．結果

1. シカ出現予測の精度向上ためのモデル解析

推定パラメータは全て収束した（表 1）．

アンケートモデルの各パラメータについて

は，狩猟期の日中・夜間モデル，非狩猟期の日

中・夜間モデルすべてで，スギヒノキ率，その

他森林率，農地率に正の効果が認められた．牧

場率や平均傾斜では効果がほぼ認められず，非

狩猟期夜間モデルの平均傾斜でのみ負の効果が

あった．

GPSモデルの各パラメータについては，各

モデルでスギヒノキ率，その他の森林率，農地

率，牧場率，平均傾斜とも正の効果を示すもの

が多く，非狩猟期夜間モデルのその他森林率で
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のみ負の効果があった．

アンケート・GPSモデルの各パラメータに

ついては，狩猟期日中・夜間モデル，非狩猟期

日中・夜間モデルすべてで，スギヒノキ率，そ

の他森林率，農地率，牧場率で正の効果が認め

られた．平均傾斜は非狩猟期夜間モデルでのみ

負の効果があった．

アンケートデータを用いた各モデルのシカ存

在率とモデル予測値の関係では，相関係数の大

きさはアンケート・GPSモデル＞アンケート

モデル＞ GPSモデルとなり，アンケート単独

モデルよりもアンケート・GPSモデルの方が

よりよい値を示した（図 2）．つぎに，GPS首

輪データを用いた各モデルのシカ存在率とモデ

ル予測値の関係では，相関係数の大きさはアン

ケート・GPSモデル＞ GPSモデル＞アンケー

トモデルとなり，GPS単独モデルよりもアン

ケート・GPSモデルの方がよりよい値を示し

た（図 3）．

2. シカピンポイント出現予測のためのモデル解

析

GISモデルと UAVモデルの係数ついて，人

工林率，広葉樹林率，農地率ともに顕著な違い

は認められなかった（図 4）．地上レーザース

キャナを用いた解析について，植生量に正の効
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表 1　各モデルのパラメータ推定値（中央値）

図 2　アンケートデータを用いた各モデルのシカ存在率とモ

デル予測値の関係

図 3　GPS首輪データを用いた各モデルのシカ存在率とモデ

ル予測値の関係

図 4　GISモデルと UAVモデルの係数の差．人工林率，広葉

樹林率，農地率の係数の差（Diff）の中央値をとりまとめた．

なお，95 ％信用区間で明確な差が認められなかった場合，

Diffの値は 0とした．



果，上層木の立木密度に負の効果が認められた

（係数はそれぞれ 1.67，－0.07）．上層木の種類

については効果が認められなかった．

Ⅳ．考察

1. シカ出現予測の精度向上

シカ目撃アンケートは全国各地で実施されて

いるものの，回答結果は報告者の能力や意識，

報告者数によって偏るなど，結果の利用につい

ては誤差に注意を払う必要がある．特に，環境

教育などでよく作成される目撃情報を基とした

野生動物出現マップでは，特定の回答者からの

大量の情報によって偏りが生じ，対象動物の本

来の分布とは異なるマップになってしまう可能

性もある．しかしながら，本研究で示した既存

の GPS首輪データと目撃情報とを，誤差を含

めて複合的に階層ベイズ法で解析する手法で

は，アンケートモデルや GPSモデルで示され

た各パラメータの正負の効果も変わらないまま

（表 1），推定精度をより高くすることができた

（図 2，3）．GPS首輪調査を実施した時に発生

するシカ個体毎の誤差と，目撃情報で発生する

人による誤差とを，互いに相殺することができ

た可能性が考えられる．すなわち，本手法を用

いれば，今後 GPSモデルを補完する形で目撃

情報を活用できることが期待できる．前述の無

料アプリ「やるシカない！」（江口 2016）を将

来にわたって低コストに更新していくために

も，本成果は有用なものになると考えられる．

本研究では GPS首輪データと目撃情報を基

にしてモデルを構築したが，シカ存在確率を示

すことのできる他の調査データがあれば，さら

にモデルの精度が高まる可能性がある．例えば，

国内の各地域で実施されているライトセンサス

調査（例えば，石田ほか 2015）は，夜間のシ

カの出現場所を示す重要なデータとなる．特に

深夜は目撃情報の報告数も少なくなったため，

ここでライトセンサスデータをモデルに組み込

めば，夜間モデルの精度が高まり，主に夜間に

実施されるワナ捕獲に貢献できる可能性があ

る．先行研究で，GPS首輪データとライトセ

ンサスデータを組み合わせた手法について検討

しているため（江口ほか 2016），今後は，GPS

首輪データ，目撃情報データ，ライトセンサス

データを活用する手法を検討することも必要と

考えられる．

2. シカピンポイント出現予測のためのモデル解

析

本研究では，野生動物関連の研究へも近年普

及 が 進 む UAV 技 術（Chrétien et al. 2016; 

Hodgson et al. 2016, 2018; 丹羽 2017）やレーザー

スキャン技術（加藤ほか 2014）を用いて，シ

カ出現予測モデルを高度化することを目標とし

たが，前者では改善効果が認められず（図 4），

後者ではモデル高度化の可能性が考えられた．

この地域では，伐採などが頻繁に行われてい

るため，GISデータを作成した時点から現在に

かけて植生や土地利用の状況が変わっている区

域も存在する．そのような地域にも拘わらず，

UAVデータを用いてもモデルの改善効果が認

められなかった理由として，250 mという中規

模のメッシュを単位にした場合，当初からの植

生や土地利用の変化はあまり大きな影響を与え

るものでない，という可能性が考えられる．し

かしながら，この仮説を検証するためには，メッ

シュサイズを変えながら同様の調査及び解析を

行い，どのサイズで改善効果が認められるのか

を確かめる必要がある．現時点では 250 mメッ

シュ単位でのシカ出現予測には既存のGISデー

タを利用しても問題ない，ということが考えら

れたが，今後期待される UAV技術の普及や発

展（Hodgson et al. 2018; Olsoy et al. 2018）を考

えると，UAVデータの効果的な利用方法を検

討することが重要と考えられる．
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地上レーザースキャナによる結果から，立木

密度が低く，下層植生が多い場所にシカは滞在

しやすい，ということが認められた．間伐等に

よって立木密度を低くすると，光環境が改善さ

れて下層植生の発達が促されるという報告は多

く（例えば，今ほか 2007），さらに下層植生は

シカが好んで食べるという報告も多い（例えば，

Takatsuki 2009；横田 2011）．本研究でも同様に，

立木密度が少ない箇所では，光環境が良く下層

植生が発達したことから，シカがより好む場所

となったのだろう．この情報は，250 mメッシュ

内でのシカの滞在頻度の高さを予想するために

活用できる指標と考えられた．

Ⅴ．成果の活用

本研究により，シカ目撃情報を利用した新た

なシカの出現予測モデルを構築することができ

た．シカ出現予測モデルの更新を低コストに実

施できると期待される．また，地域住民との協

同によって効率的なシカ害対策が可能となるた

め，被害対策として欠かすことのできない地域

住民の意識向上にも貢献できるだろう．このモ

デルは今年度中に公開中のシカ出現アプリ「や

るシカない！」（図 5）に組み込みすぐに獣害

対策関係者に活用を図ることを考えている．「や

るシカない！」は 2019年時点ではアプリをパ

ソコンにダウンロードして閲覧・表示する使い

方であるが，近々ホームページで直接操作・閲

覧できる形へ移行する予定である．また，現時

点ではベースマップとしてシカの推定個体数や

上記のシカ出現予測頻度を愛知県内についての

み表示されるが，これも他地域でも狩猟の捕獲

数や SPUE等の 5 kmメッシュ情報を取り込み

表示させる活用が可能になり，愛知県以外の地

域でも利用できるようになる予定である．

また，本研究により，シカ出現予測技術を高

度化する方法を検討できた．より効率よくシカ

出現を予測するには，シカ出現予測モデルに

よって出現確率の高いと予想したメッシュ内

で，立木密度が低く下層植生が豊富な場所を把

握するのが効果的である．

以上のことから，本成果は，今後の効率的な
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図 5　シカ出現予測アプリ「やるシカない！」の画面．https://shikadoko.jp/yarushikanai/index.html



シカ害対策に貢献できると考えられた．
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Along with the many rural districts in Japan, sika deer (Cervus nippon) has also been increasing in Okumikawa 
district, eastern part of Aichi prefecture, Japan. The increase in sika deer population led agricultural problem as well 
as vegetation damage, which have been decreasing the rare species. For solving the problems, we developed the 
mathematical model and application named “Yarushika-Nai”, which can show the appearance possibility of sika deer 
for effective population control. The “Yarushika-Nai” was constructed from the data of deer GPS-collar mainly, but 
there are two problems in existing model. First is that the model can be applied only in the investigation area of 
GPS-collar. Second is that the prediction unit is 250×250 m, which is little a bit wide for hunting. We, therefore, 
investigated to improve “Yarushika-Nai” by incorporating the deer sighting data widely from civil people or 
administrative officer, aerial photograph by unmanned aerial vehicle (UAV), and the terrestrial laser scanning 
system. As results of the research, we can improve the appearance possibility by incorporating the deer sighting data, 
and we found the details of sika deer appearance; they tend to stay at the area of low stand and high vegetation 
density. We will improve the “Yarushika-Nai” according to the results of this study. In addition, we will continue to 
improve it by collecting the deer sighting data from civil people, administrative officer, and the researchers for 
reducing deer damage.

Keywords: 3D laser scanner, appearance prection model, GPS color system, habitat, UAV, web questionnaire
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