
Ⅰ．はじめに

三陸復興国立公園の南端に位置する宮城県金

華山（図 1a）は天然のブナ林やモミ林が成立し，

人為的影響がほとんどない環境でニホンジカ

（Cervus nippon，以下，シカ）やニホンザル

（Macaca fuscata）が生息する貴重な生態系であ

る．シカの個体数は区画法による踏査で 1967

年以降継続的に記録されており，島の環境収容

力や数度の大量死とその後の回復過程，シカと

植物の相互作用などが明らかにされてきた（高

槻 2006）．個体数調整がないことによるシカの

高密度状態は森林の更新を阻害し，草原を拡大

させている．また，シカの高密度状態と植生変

化は，シカの小型化や角の形態変化，妊娠・出

産率の低下をもたらしている．島の西部に位置

する神社周辺の個体群については，個体識別に

よる行動観察と，DNA分析による父子判定な

どによる行動学的な研究成果も得られている

（Minami et al. 2009a, b, Okada and Tamate 2000）．

しかし，島の自然環境保全やさまざまな生態

現象の解明のための基礎情報である全島のシカ

個体数の継続調査が困難になりつつある．2011

年の東日本大震災とその後の台風の影響によ

り，斜面や登山道の崩壊が進んだため，調査が

困難な地域が拡大し，調査員への危険が増加し

ている．調査費用や調査員の確保も容易ではな

い．人為的影響が少ない環境下におけるシカと

自然環境の相互作用研究を発展させ，島の保全

対策を策定するためには，将来も継続可能なシ

カ個体数モニタリング手法の確立が急務であ
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る．

この課題を解決する可能性として，近年の発

展が著しい小型無人航空機（UAV，ドローン）

による観測が挙げられる．ドローンによる野生

動物の個体数調査は世界的にはすでに実施され

ており（Linchant et al. 2015, Hodgson et al. 2016），

恒温動物である哺乳類の検出には熱赤外カメラ

による観測の有効性が示されている（Christie 

et al. 2016，Seymour et al. 2017）．しかし，森林

地域でのドローンによる哺乳類検出には林冠被

覆が影響し，地表面と対象動物の体温の差が不

明瞭な時間帯には熱赤外カメラによる動物の検

出が困難である．また，通信距離とバッテリー

持続時間の制約により観測範囲が限定される．

したがって，実際にドローン観測を導入する前

に，調査地の面積や地形，植生環境での有効性・

信頼性・実行可能性の検討・確認が必要である．

金華山では落葉樹林の割合が高く，シカの採

食影響により樹木の密度も低いため，落葉期で

あれば高精度のシカ検出が期待できる．しかし，

全島のドローン観測を実施する前に解決すべき

課題がある．島の一部にはモミ（Abies firma）

やクロマツ（Pinus thunbergii），スギ（Cryptomeria 

japonica）などの常緑樹林が存在するため，そ

の地域ではシカの検出率が低下することが予想

され，落葉樹林でも幹や枝がシカを隠す可能性

がある．島の約 10 km2という面積と約 450 m

の標高差は，飛行可能時間が制限される，現在

の一般向けのドローン機体による 1地点からの

観測には大きすぎる．また，従来の踏査法とド

ローン観測間の検出率が異なる場合には，これ

までの個体数変動データとの継続性を維持する

ためのデータ補正が必要である．

そこで，将来的に継続可能な金華山島のシカ

個体数推定手法を確立するため，ドローン観測

による全島のシカ個体数調査手法を検討し，踏

査とドローン観測によるシカ発見頭数を植生タ

イプ別に比較した．それらの結果から，本調査
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図 1　金華山の位置（a）と地上踏査の区画（b）

（a） （b）



地でのドローンによる全島観測の実行可能性

と，ドローン観測への完全移行に向けた課題を

議論する．

Ⅱ．方法

1. 調査地

宮城県牡鹿半島の東に位置する金華山は東西

約 3.5 km，南北約 5 km，面積 9.92 km2（国土

地理院 2019）の島であり（図 1），島全体が三

陸復興国立公園に含まれている．最高地点の標

高は 445 mである．ブナ（Faugs crenata）やイ

ヌシデ（Carpinus tschonoskii）などの落葉樹林

とシバ（Zoysia japonica）やススキ（Miscanthus 

sinensis）の草原が大部分を占めるが，モミや

スギ，クロマツなどの常緑樹林も存在する．こ

のほかに，落葉樹の落葉期に葉がシカを隠す可

能性がある高木常緑樹にはヒノキ（Chamaecyparis 

obtusa），カヤ（Torreya nucifera），シキミ（Illicium 

anisatum）がある．

住民は島の西部にある黄金山神社の職員数名

のみであり，シカの採食から植生を保護するた

めの柵が設置されているほかは，生態系への人

為的な影響はほとんどない．神社周辺とその北

側のシバ草原でシカ密度が高く，神社周辺では

シカの個体識別による行動調査が継続的に実施

されている．シカ以外の中大型哺乳類としては

ニホンザルが生息している．

2. 区画踏査法によるシカ個体数調査

毎年 3月に実施されてきた，地上踏査による

全島のシカ個体数調査では，島を 27区画に分

割した区画が設定されている（図 1b）．2019年

3月 10日に全島の頭数調査を実施し，調査員

の人数から 21区画を対象とした．各区画を担

当調査員 1-2名が 2時間程度で踏査し，目撃し

たシカの頭数，性別，成獣・幼獣の別，オスの

場合は枝角の尖数，発見地点を記録した．ただ

し，ドローン観測では性別や年齢は判別できな

いため，本研究では頭数と位置の情報のみを解

析した．

3. ドローン観測

1）シカ観測手法設定

観測にはドローン専用熱赤外カメラ DJI 

Zenmuse XT ZXTB19FPを搭載した DJI Inspire 1 

V2.0を使用した．通信可能距離は 2 km，バッ

テリー持続時間は状態の良いもので 20分程度

である．

バッテリー持続時間内に余裕をもってドロー

ンが帰還できるよう，ドローンの離着陸地点か

ら区画の境界までの距離や標高差が大きすぎな

いこと，電波通信の障害となりやすい尾根部を

区画の境界とすること，機体が離着陸可能な地

形と植生（上空が樹木で覆われていないか）で

あることなどを考慮して，地形図と衛星画像か

ら事前にドローン観測用の飛行区画を検討し

た．2019年 3月 9-12日の日中に現地で試験飛

行をおこない，離着陸や観測の実行可能性を確

認し，飛行区画と離着陸地点を微修正した．

ドローンによる動物個体数調査には，調査区

全域をくまなく観測する飛行ルートを事前に設

定し，一定速度で飛行・撮影をする手法もある

が，この手法では動物がいない部分の上空も時

間をかけて飛行する必要がある．そのため，時

間的な制約がある条件での広域観測には適して

いない．本研究では約 10 km2の範囲を数日間

で観測するために，網羅的な飛行ルートは設定

せず，ドローンとカメラの手動操作により広範

囲を観測し，送信機のモニター上で目視により

検出した高温の物体に近づいて，形状や動きか

らシカであることを確認する手法を採用した

（図 2）．そのため，飛行速度は状況に応じて変

化する．他地域での同機種・カメラを用いたこ

れまでのシカ検出飛行の経験に基づき，ドロー

ンの対地高度は原則 70-120 m程度とした．

熱赤外カメラによる観測では，検出したい対
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象（本研究ではシカ）と地表面の温度差が小さ

い場合には判別が難しい．また，日没後に地表

面温度は下がっても，岩や木の幹などの温度が

下がり切らない時間帯には，大きさや形状が似

た岩や幹をシカと混同しやすい場合がある．そ

こで，夜間にも時間帯を変えて予備調査を実施

し，観測に適した時間帯を検討した．夜間飛行

の許可は東京航空局から取得した．

2）シカ個体数調査

ドローンによるシカ個体数調査は 2019年 4

月 28-30日の 3日間，22:00から日の出前の時

間帯に，操縦者と補助者の 2名で実施した．飛

行中は動画を撮影し続け，シカを発見した際に

はドローンをシカの個体または群れの真上に機

体を移動させ，カメラを真下に向けて静止画を

撮影し，緯度経度情報を記録した．撮影画像に

記録された緯度経度情報をシカの空間分布解析

に使用した．撮影時刻と頭数はその場で補助者

が記録したが，撮影した動画および静止画と飛

行ルートを研究室で再確認し，見落とし，見間

違い，重複カウントをチェックした．調査実施

日が異なる飛行区画でシカを検出・記録してい

た場合には，重複カウントの可能性を考慮し，

そのデータは解析から除いた．

4. 植生分類

植生分類には Google Earth の 2019年 2月 26

日撮影の衛星画像を利用した（図 3a）．この時

期には調査地の落葉樹は葉を落としているた

め，画像を拡大すると，樹木の色や形状の違い

から目視で常緑樹を判別できる．複数本の常緑

樹が連続的に分布している部分を常緑樹林と

し，ArcGIS Pro2.3を用いて，常緑樹林のポリ

ゴンを作成した（図 3b）．

5. 統計解析

ArcGIS Pro 2.3を用いて，踏査法の区画ごと

に，区画面積，常緑樹林面積を算出した．踏査

およびドローン観測による全島および踏査区画

ごとのシカ頭数と密度を算出し，両調査による

シカ発見頭数の相関を分析した．常緑樹林とそ

れ以外（落葉樹林・草原）の面積割合からの期

待値と各群落で実際に記録されたシカ頭数の違

いおよび，踏査とドローン観測における各群落

の発見頭数比の違いの検定には，フィッシャー

の正確確率検定を用いた．解析には Rを使用

した（R Core Team 2018）．

Ⅲ．結果

1. ドローンによる全島のシカ個体数調査手法

島を 10飛行区画に分けることで，ドローン

での全島観測が可能だった（図 4）．事前に考慮

した要因のほかに，区画全域を通して飛行中の

ドローンが確認できることが良好な電波通信に

必要であり，付近の樹木や岩などにより飛行中

のドローンとの間が遮られない場所を離着陸地

点に選ぶことも重要だった．この飛行区画と離

着陸地点の配置により，安定した登山道や尾根

上を歩くだけでよい調査ルートが設定できた．
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図 2　ドローン搭載熱赤外カメラによるシカの画像．高温部

が白色で表示される設定．夜間の撮影のため哺乳類は周囲よ

りも温度が高い．中央部に 3頭のシカが座っていることがわ

かる．樹木の幹や枝，岩が地表面よりも高温であることも読

み取れる．本調査地では，シカと似た大きさの岩が露出して

いる地域が多いため，日中に温まった岩の温度が下がり切ら

ない時間帯では，熱画像からのシカと岩の判別が難しい場合

が増加する．



観測時間帯には，夜のできるだけ遅い時間か

ら日出前までが適していると判断した．天候に

もよるが，夜の早い時間帯では，岩や木の幹の

温度が下がり切らずにシカと混同する可能性が

増加し（図 2），日出直後には，岩や地表面の

温度が上昇し始めることが確認されたためであ

る．

ひとつの区画の観測には 2-4フライトが必要

であり，観測時間と別区画の離着陸地点への移

動時間，携帯する交換用バッテリー数を考慮す

ると，シカ検出精度の最大化と調査期間の最短

化を実現する上で，0:00頃から観測を開始し，

日出までに 3-4区画を調査するのが理想的だと

考えられた．ただし，早朝からの降雨が予想さ

れたため，22:00頃から観測を実施した日もあっ

た．1夜に 3-4区画を調査することにより，飛

行可能な天候の日が 3日あれば，島全体の観測

が完了する（図 4）．2人で観測する場合の 1回

の全島観測の人的コストは 6人 ･日となる．た
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図 4　ドローン観測に用いた飛行区画（太枠）と離着陸地点（丸

印）．背景は 10 m間隔の等高線と踏査区画．実線矢印は宿泊

地（四角印）からの調査者の移動ルート．点線矢印は調査終

了後の移動ルートであり，移動は日出後でもよい．

図 3　金華山における常緑樹林の分布．2019年 2月 26日の衛星画像（Google Earth）（a）から抽出した常緑樹林部（b）．



だし，雨・雪・霧・強風時には飛行ができない

ため，予備日が必要な場合がある．実際に今回

の調査期間中には，悪天のため観測を実施でき

なかった日が 3日あった．

2. ドローン観測と地上踏査のシカ発見頭数

踏査実施区画（島面積の 71.6 %）に限ると，

シカ発見頭数は踏査で 380頭，ドローン観測で

377頭だった（表 1）．ドローン観測による島全

体での発見頭数は 429頭だった．シカ密度は両

調査とも西部の神社・桟橋（図 1bの区画 17W，

18）および鹿山（図 1bの区画 20）地域で高かっ

たが，それらの区画の高密度状態は踏査実施時

により顕著だった（図 5）．ドローン観測では

踏査に比べ，高密度地域の山側でのシカ密度が

高かった．この違いは日中に草原地域を利用す

るシカが夜間に森林地域に移動する行動パター

ンを反映している可能性が高いため，神社・桟

橋と鹿山をそれぞれ隣接するの山側の区画とま

とめて（図 1bの区画 17E，17W，17N，18を 1

区画，区画 19，20を 1区画とした），区画ごと

のシカ発見頭数を比較した結果，両調査間で高

い相関がみられた（R2 = 0.82，図 6）．それらの

区画をまとめない場合の決定係数は 0.17だっ

た．

島全体に占める常緑樹林の面積は 17.6 %（踏

査実施区画では 19.1 %）であり，常緑樹林に

おける踏査に対するドローン観測のシカ発見率

は 0.76だった（表 1）．両調査とも，常緑樹林

ではほかの植生に比べシカが発見されにくい傾

向がみられた（図 7）．全発見頭数に対する常
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図 5　踏査（a，2019年 3月）およびドローン観測（b，2019年 4月）におけるシカ発見地点（丸印）と踏査区画別シカ密度．

踏査は日中，ドローン観測は夜間に実施．ひとつのシカ発見地点には複数個体が含まれる場合があるため，丸印の数は頭数を

示していないことに注意．

表 1　踏査実施区画における常緑樹林とその他（落葉樹林・

草原）の面積およびドローン観測と踏査のシカ発見頭数，踏

査に対するドローン観測のシカ発見率．ドローン観測は 2019

年 4月に，踏査は 2019年 3月に実施．頭数のかっこ内は面

積割合からの期待値．

合計
140 (19) 594 (81) 734

踏査 51 (72) 329 (308) 380
ドローン 39 (72) 338 (305) 377

0.76 1.03 0.99

シカ頭数
（頭）

常緑樹林 その他
面積（km2,（%））

シカ発見率
（ドローン/踏査）



緑樹林でのシカ発見頭数割合は，ドローン観測

では 10.3 %，踏査では 13.4 %であり，どちら

も面積割合よりも小さかった（フィッシャーの

正確確率検定，P < 0.05）．踏査とドローン観測

の間では，植生タイプ間の発見頭数比に有意差

は認められなかった（P = 0.26）．

IV．考察

1. 金華山におけるドローン観測手法

シカ発見頭数がドローン観測と踏査でほとん

ど変わらなかったことから，落葉樹林や草原の

割合が大きい金華山では，低コスト・低リスク

の全島ドローン観測への移行は現実的だと考え

られた．面積 10 km2，標高差 450 mという大

きさから，ドローンによる全島観測の難しさも

予想されたが，10飛行区画を設け，3日間をか

けることで全島を観測できた．2人で調査を行

う場合の全島観測に必要な人的コストは 6人 ･

日であり，約 20人 ･日だった踏査のコストを

1/3以下に削減できる．踏査法では同じ時間帯

にすべての区画を調査するため，調査人員の制

約から例年，一部調査を実施しない区画がある

が，ドローン観測では全域を調査できるという

利点もある．ドローン観測では調査員の移動

ルートを歩きやすい登山道や尾根上に限定でき

るため（図 4），夜間の移動であることを差し

引いても，調査員の滑落や道迷いなどの危険性
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図 6　地上踏査とドローン観測による踏査区画ごとのシカ発

見頭数の相関．日中と夜間でシカが移動する可能性の高い神

社・桟橋周辺（図 1bの区画 17E，17W，17N，18）と鹿山周

辺（区画 19，20）は複数区画を 1つにまとめて解析した．

図 7　踏査（a，2019年 3月）およびドローン観測（b，2019年 4月）におけるシカ発見地点（丸印）と常緑樹林（緑色部）の

分布．灰色の枠線は踏査区画境界．



も軽減できる．ただし，ドローン観測が楽なわ

けではなく，ドローンや交換用バッテリーを担

いで夜間に山道を歩ける程度の体力・技術・経

験が調査員には必要である．

今回は 3日に分けて調査を実施したため，調

査日が異なる飛行区画間のシカの移動による，

重複カウントや過小評価の可能性がある．この

問題は複数のドローンによる同日観測ができれ

ば解消できる．かつては島の周囲を半周できた

車道が通行可能になれば，車での移動によるよ

り効率的な調査ルートや飛行区画の設定も可能

だろう．

本調査地特有の注意点としては，シカとニホ

ンザルとの混同の可能性が挙げられる（図 8）．

シカとニホンザルは体サイズが違うため，同じ

対地高度であれば，送信機モニター上の熱画像

の大きさに違いがあり，ある程度の観測経験が

あれば両種の判別は可能である．ただし，本研

究で採用した飛行・観測手法では，ドローンの

対地高度が変化するため，画面上の熱画像の大

きさだけでは判別しにくい場合がある．また，

シカの体の一部が幹や枝に隠れている場合もあ

るため，熱画像の大きさだけでは判別できず，

対象に近づく必要がある場合もある．岩や降雨

直後の水たまりなども，シカと混同しやすい場

合があり，研究室での動画の見直し作業は不可

欠である．3夜の動画撮影時間であれば，目視

による動画の見直しは十分可能だが，観測回数

が増える場合にはシカ画像自動認識システムの

開発・利用が効率的だろう．

2. 植生タイプとシカ検出率

常緑樹林における踏査に対するドローン観測

のシカ発見率は 0.76であり，常緑樹林におけ

るドローン観測によるシカ検出の難しさが示さ

れた．しかし，調査地域全体では両調査による

シカ発見頭数はほとんど変わらなかった（表

1）．これは，調査地における常緑樹林の面積の

小ささに加え，シカによる常緑樹林の選好性の

低さと，草原と落葉樹林における踏査と同等以

上のドローン観測によるシカ検出率のためと考

えられる．踏査でも面積割合より少ないシカ頭

数しか常緑樹林で記録されなかったことは，シ

カの常緑樹林の選好性の低さを示唆しており，

シカのこの生態的特性は本調査地でのドローン

観測導入に適しているといえる．本調査地の草

原地域では高木がほとんどないため，ドローン

観測でシカをほぼすべて確認できていると考え

られるが，落葉樹林では枝や幹，地形の陰によ

り，踏査と同程度の見落としがある可能性は残

る．ドローン観測によるより精度の高い頭数推

定には，体系的な飛行ルート設定による詳細な

観測が有効かもしれない．

踏査とドローン観測の間の約 1カ月半の時期

の違いにもかかわらず，両調査での発見頭数が

ほぼ同じだったことは，ドローン観測の検出精

度が踏査以上に高いことを示唆するかもしれな

い．3月上旬の踏査から 4月下旬のドローン観

測までは冬期の終わりにあたり，シカの体脂肪

の蓄積量と食物資源量が年間を通してもっとも

少なく，シカの死亡がもっとも多い時期である．

したがって，真のシカ個体数はドローン調査時

の方が少ないはずである．また，落葉樹の一部
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図 8　ドローン搭載熱赤外カメラによるニホンザルの画像．

斜面を横から撮影．樹上に 12頭ほどが確認できる．



は展葉を開始しており，3月にドローン観測を

実施した場合に比べ，シカ検出率が低下してい

たかもしれない．それらの要因にもかかわらず，

両調査でシカ発見数がほぼ同じだったことは，

ドローン観測のシカ検出率が踏査に比べ高いこ

とを示唆している可能性がある．

3. 今後の課題と他地域への応用

常緑樹林での頭数推定法は今後の課題であ

る．ドローン観測時のシカ頭数の補正法として

は，常緑樹林では踏査でのシカ発見数がより実

数に近い値であると仮定し，ドローン観測によ

り常緑樹林で確認されたシカ頭数を 1.3倍（常

緑樹林における，踏査に対するドローン観測の

シカ発見率 0.76の逆数）にするのがもっとも

単純である．しかし，これは 1回の調査の結果

であり，精度の高い頭数推定を目指すのであれ

ば，常緑樹林におけるシカの見落とし率や，生

息状況に関する調査が必要である．本調査地は

島という閉鎖系であるため，複数回のドローン

観測によるシカ発見数の違いは，主に観測時の

常緑樹林とそれ以外の地域の間のシカの位置の

違いによるものと仮定できる．短期間に複数回

の観測ができれば，シカ頭数の信頼区間も算出

でき，この情報はシカ検出への常緑樹林の影響

評価や長期継続モニタリングに有効だろう．

常緑樹林を一様に扱わず，いくつかの植生タ

イプに分けた補正法も全島の頭数推定の高精度

化に有効だろう．常緑樹林のなかでも，松枯れ

の影響が大きく，開空度が比較的高いクロマツ

林と，開空度が低いスギ植林地では，シカ検出

率は異なるはずである．本調査地の常緑樹林は

ほとんどが針葉樹林であるが，一部に常緑広葉

樹のシキミ林がある．針葉樹と広葉樹の違いも

検出率に影響するかもしれない．

今回のドローン観測では，島内のシカ密度の

地域差を評価できることと，昼と夜のシカの利

用場所の違いの観測に有効なことが示唆された

（図 5）．したがって，ドローン観測は個体数モ

ニタリングだけでなく，シカ密度と植生状態の

関係（Ito and Takatsuki 2005）や，シカの形態

や生態の島内の地域差（Rivals and Takatsuki 

2015），夜間観測を組み合わせたシカの行動・

生態などの研究への利用も可能だろう．島西部

のシカ高密度地域では，個体識別されたシカの

日中の詳細な行動研究が長年実施されている

が，シカの夜間観察は難しかった．ドローン観

測による，シカの利用場所の日周変化調査や夜

間の行動観察などの新たな研究展開も考えられ

る．

踏査では可能だがドローン観測では記録でき

ないものに，シカの性や年齢の区分がある．踏

査ではシカの逃走により，性別や齢区分を記録

できないことも多いが，それらの情報が必要な

研究では，踏査や直接行動観察，自動撮影カメ

ラによる調査などを組み合わせることが必要だ

ろう．春から夏にかけてのシカの袋角期には熱

赤外カメラで角を確認できるので，草原地域で

あれば，性比や生息地選択の性差研究にドロー

ン観測が有効かもしれない．

他地域での個体数調査にも同様の観測手法は

適用可能だが，シカ検出率については適用する

地域の樹木密度や林冠被覆率，地形などの影響

を考慮する必要があるだろう．常緑樹林の面積

が大きい地域では，ドローン観測は適さないで

あろうし，樹木密度が高い落葉樹林でもシカ検

出率が低下する可能性がある．シカ以外にイノ

シシ（Sus scrofa）やニホンカモシカ（Capricornis 

crispus）などの大型哺乳類が同所的に生息する

地域では，事前に種判別手法を検討する必要も

あるだろう．しかし，ドローン観測は条件によっ

ては調査地全域の調査を可能にし，個体数推定

精度の向上と事故等のリスクの軽減が期待でき

る．シカ以外の大型哺乳類を対象とした，希少

動物の保全や獣害対策にも応用可能である．ド
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ローン関連機器の小型化・高性能化・低価格化

と画像解析技術の高度化が進んでおり，熱赤外

カメラ搭載ドローンを利用した哺乳類研究・調

査は今後急速に発展していくであろう．
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Establishment of deer census methodology using drone for long-term 
monitoring in Kinkazan Island

ITO Takehiko Y., OKADA Ayumi, HIGUCHI Naoko  
and MINAMI Masato

Methodology for deer population census using unmanned aerial vehicles (UAV, drone) was investigated on 
Kinkazan Island, northeastern Japan, where the sika deer population has been recorded by the brock count method 
by walk. Drone census of the island was possible by dividing the island into 10 flight sections, and 429 deer were 
detected throughout the island by a thermal infrared camera on the drone in April 2019. The numbers of deer in the 
brock count method by walk held in March 2019 and the drone census limited in the corresponding area to the block 
count by walk sections were 380 and 377, respectively. The number of deer found in evergreen forests (17.6 % of 
the island) was 1.3 times larger in the brock count method by walk than the drone census, suggesting the necessity 
of correcting the number of deer in the evergreen forests for estimation the number of deer in the whole island in 
drone census. However, drone census would be applied with similar or better accuracy than the block count method 
by walk on the island, where large area is occupied by deciduous forests and grasslands.

Keywords: deciduous forest, mammal detection, night observation, sika deer, thermal infrared camera, unmanned 
aerial vehicle
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