
１．はじめに

1.1 背景

生物相保全のための戦略は，理念的には生物種の生活史等に

ついての厳密な調査研究成果に基づくべきであるが，その蓄積

に膨大な時間を要する間に多くのハビタットが改変される
３１）３１）３１）３１）３１）
。

このディレンマが早くから認識されていたアメリカでは，生息

条件の抽出や生息予測モデルの精緻化と平行して，生息地保全

計画（habitat conservation planning）のための現実的・実際的

な評価計画手法の開発が進められてきた。この指向性は，

Habitat Suitability Index(HSI)にも強く反映されている
３２）３２）３２）３２）３２）
。一

方わが国においても，地理情報システム（GIS）の普及を背景

として，野生生物の生息環境評価に関する研究の増加が顕著で

ある。生息条件の抽出を目的とし，現地調査による出現データ

と様々な環境変数との関係を定量的に解析した事例が多く，

様々な分類群に及んでいる。個々の生物種についての生態的情

報（生息条件）の蓄積に力が注がれる一方，蓄積されつつある

既存の情報を生息地保全計画へと活用するための概念的検討や

手法の開発は十分とはいえない現状である。

1.2 本稿の目的

本稿は，生物の生息条件についての既知の情報を活用するこ

とにより，生息地保全計画に役立つ生息環境評価地図を作成す

るための一つの手法を提示することを目的とする。「どこを，

どのような理由で，どの程度保全するか」を明確にしなければ

ならない計画に用いるための評価地図としては，単に生息地と

しての適正度を表示するだけでは十分とはいえず，「どこが，

どのような理由で，どの程度適しているか（あるいは適してい

ないか）」について判断可能な情報が視覚的に分かるように表

示されていることが望ましい。そのための一つの試みとして，

本稿では，生物生息地の評価・計画は，当該地域の景観の評価・

計画という側面を備えている点に注目し，生物の生息に影響を

及ぼす変数を，生息地の構造・組成・動態という景観を規定す

る �つのカテゴリーに分類して地図上に表現するアプローチを

提示する。Hess and King
６）６）６）６）６）
は，生物相の保全計画において，

種に基づくアプローチと景観に基づくアプローチのどちらを選

択するかが常に問題とされる現状に対し，二者択一ではなく両

者を考慮する必要性を指摘している。本稿のアプローチは，対

象種の生態に基づく変数を景観概念の枠組みで処理するもので

あり，この指摘に対する一つの試みである。

２．生息環境評価地図作成の基本方針・手順および想定変数

2.1 基本方針と手順

　生息環境評価地図の作成手順を図－1に示した。まず既往文

献等から対象種の生息条件を把握し，生息に影響を及ぼす諸変

数を選択する。これらの変数を，生息地の構造・組成・動態の

いずれの側面に関わるかという観点から分類する。構造には，

生息に影響を与える樹林の規模・形状など生息地の構造的要素

に関する変数が含まれる。組成には，土地利用構成や，樹林性

の種であれば森林内の植物群落の構成など，生息地の組成的要

素に関する変数が含まれる。動態には，生息地が将来にわたっ

て適正な土地利用として存続しうるかという土地利用の法的担

保性や，土地利用の変化予測など，時間的変化に関する様々な

要素が含まれうる。この3つのカテゴリーごとに，適正度にし

たがってランク区分した地図を別個に作成する。1つのカテゴ

リー内に複数の変数が含まれる場合には，重み付けを考慮する

必要がある。最終的にこれら別個に作成した3枚の地図をオー

バレイすると，「どこが，どのような要因（構造・組成・動態）

で，どの程度（ランクⅠ･Ⅱ･Ⅲ）適しているか（あるいは適し

ていないか）」が図示された生息環境評価地図ができあがると

考えられる。

2.2 既往研究との関係と想定される変数の例

　生物の生息環境評価に関わる既往研究の多くは，この構造・

組成・動態の少なくとも一つ以上の観点を含んでいる場合が多

い。以下これらの観点ごとに近年の関係分野の研究成果を整理

し，それに基づいて本稿が想定する生息環境評価地図の作成に

おいて導入しうると考えられる変数およびデータソースを整理

した（表－ 1）。なお，この構造・組成・動態の関係は，本来

的には様々な空間スケールに応じて相応に成立しうるものと考

えられるが，本稿では GISによる空間解析を前提としており，
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そのようなアプローチと相容れない微小な空間スケールは想定

していない。

ⅰ. 構造

　生息地の構造的な側面に関する要素として，まず面積や形状

が想定される。これらは，いわゆる SLOSS問題や Diamond
１）１）１）１）１）

の 6 原則をめぐる様々な議論にみられるように，生物の生息地

に関する中心的な視点の一つとなってきた。特にGISの普及に

より，面積や周囲長，あるいはそれらから指標化される形状に

関する情報が容易かつ広域的に得られる現在では，多くの研究

でこの観点から変数が採用されている。主に面積的な検討に基

づく近年の研究として，アメリカフクロウを対象に一定面積以

上のパッチを生息適地とした Rubino and Hess
３１）３１）３１）３１）３１）

や，ニホン

リスとアカネズミを対象として移動能力に基づく近接性の観点

を加味して生息地のネットワークを評価した井本ほか
１６）１６）１６）１６）１６）
など

が挙げられる。用いられるデータソースは，植生図や地形図，

空中写真，人工衛星画像など，目的と対象スケールに応じて

様々である。一方，空間的な分布のような水平構造のみなら

ず，垂直構造の視点も多く取り入れられている。デジタル標高

データ（DEM）の整備を背景として，標高・比高・傾斜角度

などを加味して生息適地推定をおこなった事例として，サシバ
２１）２１）２１）２１）２１）
やニホンアカガエル

２６）２６）２６）２６）２６）
が挙げられる。また地形的な観点

生息地の組成に関する変数としては，土地利用構成や植物

群落の構成などが考えられる。複数の異質な環境を利用する種

か，逆に均質な空間を選好して境界部分が負に作用する種かを

問わず，生息地評価において組成的な側面が考慮される場合は

多い。利用しうるデータソースは構造と同様に多様であり，土

地利用図や土地被覆図，植生図などの情報を一定の解析単位ご

とに集計した構成比を変数として採用する事例が多い。解析単

位との関係上，メッシュ形式のデータが用いられることも多

い。メッシュを単位として土地利用構成比と生物種の分布との

関係を解析した研究としては，鳥類群集を対象とした一ノ瀬ほ

か
１３）１３）１３）１３）１３）

や一ノ瀬ほか
１４）１４）１４）１４）１４）
，両生類を対象とした夏原ほか

２６）２６）２６）２６）２６）
や

大澤ほか
２８）２８）２８）２８）２８）
，哺乳類から昆虫類までの調査により動物群レベ

ルで検討をおこなった井本ほか
１７）１７）１７）１７）１７）

がある。対象種の生息確認

地点や生息地からバッファを発生させ，その中の土地利用や群

落の構成比を算出する手法もよく用いられ，サシバを事例とし

た松浦ほか
２１）２１）２１）２１）２１）
やシジュウカラを事例とした橋本ほか

５）５）５）５）５）
，鳥類

群集を対象とした日置ほか
８）８）８）８）８）
や一ノ瀬

１２）１２）１２）１２）１２）
などがある。他の

解析単位を用いた研究例として，アカガエルを事例として集水

域を単位とした大澤ほか
３０）３０）３０）３０）３０）
や，鳥類群集を事例とし，トラン

セクトを分割して各々の中心点から発生させた円を単位とした

Hostetler and Knowles-Yanez
１０）１０）１０）１０）１０）

などが挙げられる。解析単位

の大きさについては，対象種の行動圏や移動能力に基づいて設

定されるほか，知見が乏しい場合等には客観的に妥当な基準設

定が難しいため，複数の大きさの解析単位を設定して比較した

のほか，植生の高さや階層構造が生物の分布に及ぼす影響につ

いて，鳥類などを対象に研究が行われている
１５）１５）１５）１５）１５）２２）２２）２２）２２）２２）

。植生の

垂直構造に関する情報は，これまで専ら現地調査によって取得

されてきたが，今後は航空レーザー測量による情報取得の進展

も想定され，より広域的なスケールの生息地評価においてもこ

のような変数の導入が考えられる。

ⅱ. 組成

図 - 1 　生息環境評価地図の作成手順
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表 - 1 　生息環境評価地図への導入が想定される変数およびデータソースの例
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研究事例も多い。

ⅲ . 動態

以上の構造および組成的な側面が生息地評価における基本

的な検討項目として扱われる傾向が強いのに対し，時間的変化

に関する動態的な観点が盛り込まれた事例は相対的に少ない。

前述の法的担保性や土地利用の変化予測に関わる事例として，

李ほか
２０）２０）２０）２０）２０）
は，トンボ類を指標とした生態的ネットワーク上の

コアエリアや小拠点と，都市計画上の開発規制区域との関係を

検討し，後藤ほか
４）４）４）４）４）
は，ホンドタヌキを指標とした生態的ネッ

トワークについて，現状の法的担保性を踏まえて土地利用の変

化シナリオを設定し，シナリオごとにネットワークの変化を描

いた。法規制についてのデータソースとしては，国土数値情報

（一部は国土交通省のホームページからダウンロード可能）に

多くが網羅され，環境庁が全国分を刊行した「自然環境情報

GIS」（自然環境保全基礎調査のデータ集）にも国立・国定公園

区域や国設鳥獣保護区などのデータが含まれている。一方，法

規制や土地利用のような非生物的要素のみならず，植生や対象

種の個体群についての変化予測など，生物的な要素も想定され

る。日置ほか
８）８）８）８）８）
は，植生の管理方針の違いに基づいたシナリ

オを設定し，鳥類の潜在的生息地の面積や分布の変化を予測し

た。夏原ほか
２７）２７）２７）２７）２７）
は，カスミサンショウウオの生息地について，

開発程度に応じたシナリオを設定し，シナリオごとに個体群存

続可能性分析を適用することにより，開発や保護が絶滅確率に

およぼす影響を分析した。今後は，以上のような将来的な変化

予測のみならず，過去からの変化プロセスの把握も重要な視点

となると考えられる。複数時期の同種類のデータを用いて生息

環境の変化を検討した事例として，日置ほか
９）９）９）９）９）
は，1930～ 40

年代と 80～ 90年代の2時期の空中写真や地図情報により，土

地利用と植生の観点から景観構造の変化をとらえ，生物相の既

存情報と対照させることにより，景観の変化が種多様性に及ぼ

す影響を考察した。このような過去の土地利用や植生のデータ

を参照することは，過去においては現在よりも生物の生息地が

良好に保持されていたという前提の下に，過去を参考として将

来的な環境復元目標を設定する場合に有効な視点である。

３．ケーススタディ

　以上の視点と手順に基づき，生息環境評価地図を実際に作成

する簡単な試みをおこなった。繁殖期のシジュウカラを事例と

し，対象地は兵庫県淡路島中部の南北 8.4ｋｍ×東西 11.5ｋｍ

とした。当地域では低地と丘陵が入り組んだ複雑な地形がみら

れ，植生上はモチツツジ－アカマツ群集の占める割合が高い。

3.1 変数の選択とランク区分

既往文献からシジュウカラの生息条件に関する情報を抽出

し，生息地の構造・組成・動態の観点から分類し，Ⅰ～Ⅲの 3

ランク区分をおこなった（表－ 2）。

ⅰ . 構造

シジュウカラの生息に影響を与える樹林の規模に関する知見

として，繁殖期のシジュウカラの行動圏は約3ha との報告
２３）２３）２３）２３）２３）

がある。他に，樹林面積が1 ～ 20ha の緑地からシジュウカラ

の生息場所が増加する
２５）２５）２５）２５）２５）
，一定範囲内における樹冠面積が

1ha 相当の調査エリアから出現が見られる
７）７）７）７）７）
，防衛縄張り圏面

積は 1ha
２）２）２）２）２）
などの報告がある。形状に関して，緑地の形状が

円形に近い方がよいとの解析結果
５）５）５）５）５）
が報告されているが，一

定条件の場合に限る結果ということであり，樹林規模のみを構

造に関する変数として採用し，次のようにランクを設定した。

・ランクⅠ：樹林規模�≧�3ha（行動圏以上の面積）

・ランクⅡ：3ha ＞樹林規模≧ 1ha（生息数が増加傾向を示

 す境界値以上の面積）

・ランクⅢ：樹林規模＜ 1ha

ⅱ. 組成

シジュウカラはジェネラリストともいわれるが，一定規模以

上の樹林から生息数が増加し，逆に建物や道路など舗装率が高

くなるほど出現率が低下する
１９）１９）１９）１９）１９）
など，原則的には樹林性の種

と考えられる。またシジュウカラのヒナの食物となる動物の量

は，針葉樹林より広葉樹林の方が多いとの報告
３）３）３）３）３）
があり，繁

殖期における全国 60 カ所余りの調査
１８）１８）１８）１８）１８）

でも，広葉樹林では

95％近い調査地で出現しているのに対し，針葉樹林では75�

程度となっている。これらの知見より，樹林率および広葉樹林

率を変数として選択した。構成比の集計単位として，3ha の円

形行動圏を含みうる200 ｍメッシュを設定した。以上の知見よ

り，次のようにランクを設定した。

・ランクⅠ：樹林率≧ 75% かつ�広葉樹林率≧25%〔行動圏

 面積 3ha（メッシュ内の 75% 相当）以上の樹林を含み，なお

 かつ防衛縄張り圏相当1ha 分（同 25%）以上を広葉樹林が占

 める。〕

・ランクⅡ：次のいずれか一方を満たす場合

 樹林率≧ 75%�かつ�広葉樹林率＜25%（行動圏以上の面積の

 樹林を含むが，広葉樹林は防衛縄張り圏面積に満たない。）

 75% ＞樹林率≧ 25%（防衛縄張り圏以上の面積の樹林を含

 む）

・ランクⅢ：樹林率�＜�1ha

ⅲ. 動態

　法的担保性の観点から検討した。対象地域の一部には都市計

画区域が含まれるが，線引きは行われておらず，自然公園など

も指定区域外であるため，兵庫県が土地資源の公益的機能の保

全の観点から示した保全重要度別の地域区分（「ひょうご土地

利用総合支援マップ」
１１）１１）１１）１１）１１）

所収のデータ）を採用した。ランク

区分は，当該データの �区分をそのまま用いた。

・ランクⅠ：保全重要度�＝�高

・ランクⅡ：保全重要度�＝�中

・ランクⅢ：保全重要度�＝�低

3.2 地図化

　構造・組成・動態の3カテゴリー別にランク区分した地図を

作成し，�枚をオーバレイして生息環境評価地図を作成した。

解析および地図化には ESRI社の ArcGIS 8.2を用いた。

ⅰ．構造

データソースは，環境庁5万分の一現存植生図（第3 回自然

環境保全基礎調査；「ひょうご土地利用総合支援マップ」所収

のポリゴン・データ）を用いた。海岸部に偏在するハマグルマ

－ハマゴウ群集を除く全ての森林群落（植林地を含む）を「樹
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林」として統合し，ランク毎に表示した（図－ 2）。

ⅱ．組成

同じ植生図データを使用し，「構造」において「樹林」とし

た森林群落を，広葉樹林とその他の樹林（針葉樹林・竹林）に

分類した。「広葉樹林」・「その他樹林」・「その他土地利用」の

�区分のポリゴン・データの上に 200m メッシュを発生させ，

メッシュ内における区分ごとの構成比を計算し，ランク別に表

示した（図－3）。

ⅲ．動態

「ひょうご土地利用総合支援マップ」所収のデータを用い，

ランク別に表示した（図－ 4）。

ⅳ．オーバレイによる生息環境評価地図の作成

上記 �種類の地図をオーバレイして生息環境評価地図を作成

した（図－5）。図の中心からみて南の方に，３つのカテゴリー

全てにおいて評価の高いエリアが比較的まとまってみられる。

４．展望

本稿では，生物の生息に影響する諸変数を，生息地の構造・

組成・動態という景観概念の枠組みで整理するモデルを提示

し，生息地保全計画への活用を視野に入れた生息環境評価地図

を作成するための一つの手法を提示した。以下，当手法の特徴

と課題について整理し，今後の活用へ向けた展望としたい。

4.1 特徴

生物の生息条件に応じて選択された変数を，構造・組成・動

態の枠組みを通し，生息地の属性として地図上に表現すること

により，生息地としての適・不適のみならず，生息地として適

正である（あるいは不適である）要因を図示した生息環境評価

地図ができあがる。「どこが，どのような要因（構造・組成・

動態）で，どの程度（ランクⅠ･Ⅱ･Ⅲ）適しているか（あるい

は適していないか）」が示された生息環境評価地図からは，生

息地保全計画を策定する際に「どこを，どのような理由で，ど

の程度保全するか」についての判断根拠を導き出しやすいと考

えられる。また，現状では生息地として脆弱な場所の改善計画

を立案する際には，計画の対応方向を明確化する一助となる。

すなわち，ケーススタディの事例に沿えば，組成的・動態的に

評価が高く，構造的に評価が低い場所では，植樹等により樹林

面積の増大を図り，組成的に悪ければ適正な植生への変化を意

図した維持管理を計画し，動態的に悪ければ法的な検討によっ

て担保性を考慮するなど，判断根拠を導き出しやすい。

　構造・組成・動態のカテゴリー間で生物の生息に与える影響

に強弱があると考えられるが，景観属性としては各カテゴリー

は独立であり，優劣の差違はない。種に基づく情報に立脚して

いながら，景観概念の適用によってカテゴリー間の関係を定義

する必然性を抑止することで，今回のような地図化が可能と

なった。これは，Hess and King
６）６）６）６）６）
が必要性を指摘している種

と景観の双方を考慮するための一つの試みである。しかし実際

的には，カテゴリー間の重みの違いを感覚的に念頭に置いてこ

の生息環境評価地図を眺めることも可能である。ケーススタ

ディで採用した変数は少数であったが，対象種の違い等によっ

ては更に多くの変数を要し，各カテゴリー内で変数の重み付け

が必要となることが考えられるが，これまで生息地評価への活

用方法が開発されてきた多変量解析などの手法を，本稿で示し

た枠内で活用することが可能と考えられる。

また必要によっては，当手法による生息環境評価地図から，

生息環境評価において重要な観点である隣接土地利用の評価を

����� �� ���	�
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表 - 2 　採用した変数とデータソース

図 - ２　生息地の構造評価地図

図 - ３　生息地の組成評価地図

図 - ４　生息地の動態評価地図
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引き出すことも可能である。すなわちケーススタディで，構造

（樹林規模）が同一ランクである2 地点において，組成（土地

利用構成）のランクが異なる場合，それは隣接土地利用の違い

を反映している。組成の集計単位メッシュを対象種の行動圏と

同等の大きさに設定することにより，対象種にふさわしいス

ケールで隣接土地利用を評価し，また地図の記載内容を「行動

圏何個分」という視点で感覚的に判断することができ，連続性

などについての直截的な判断に役立つ面があると考えられる。

組成のようなメッシュデータと，構造・動態のような非メッ

シュデータとの重なり合いを評価する手法により，メッシュサ

イズよりも小さいスケールでの評価が可能となり，メッシュサ

イズが解析スケールを否応なく決定する問題を避けることがで

きる。

4.2 課題

今回は基本的な考え方と地図化手順の提示を目的としたた

め，ケーススタディで作成した地図の精度に関する検証作業は

おこなっていないが，作成された生息環境評価地図を生息地保

全計画に活用しようとする場合，その精度の検証が必要とな

る。検証の方法として，まず対象種についての現地調査が想定

される。しかし，生息適正度が低い過酷な環境下でも生息が確

認される状況は十分考えられ，厳密には出現の事実をもって適

正度を検証することはできない。同じ「生息」でも対象種に

とって好ましい状態での生息か否かという点について，何らか

の判断材料を得ることが必要である。一方，検証の材料を現地

調査のような外部に求めるだけではなく，生息環境評価地図の

作成手順の各段階が十分な合理性を備えているかという手続き

的な検証も重要と考えられる。これに関してはHSIモデルの検

証マニュアル
３２）３２）３２）３２）３２）

が参考になる。HSIでは，①モデル作成者自

身による検証（変数の選択や変数間の関係定義の妥当性等につ

いて），②サンプル・データ（仮想データでもよい）によるテ

スト，③専門家による妥当性の検証，④フィールド・データに

よるテスト，という4段階の検証手順を踏み，達成段階に応じ

てモデルの精度が決定する。モデルの目的次第では，必ずしも

全段階がクリアされている必要はなく，達成段階に対応した精

度的限界が言明されていればよいとされている。本稿で扱った

生息環境評価地図の活用を想定している生息地保全計画でも，

マスタープラン的な計画や詳細計画など，計画の種類に応じて

要求される精度も異なることが想定される。検証の初期段階か

らいきなり現地調査データをあてはめ，それに合致しない場合

は即棄却するのではなく，段階的な精度保証の仕組みをつくる

必要があると考えられる。
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