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|事例紹介|

航空機搭載センサによる野生動物検出手法の開発

宮坂聡*1.田村恵子*1.宇野女草太*1・吉田夏樹*1

Development of the Wildlife Detection Method by Using Airbome Sensor System 

Satoshi MIYASAKA*I， Ayako TAMURA*I， Sota UNOME*1 and Natsuki YOSHIDA*1 
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1. はじめに

著者らは長年にわたって航空機によるリモートセンシン

グ装置の開発や，それらを用いた調査に携わってきた。特

に熱赤外域では，航空機搭載センサは人工衛星搭載センサ

より格段に高い空間分解能を有しており，都市域の熱環境

調査などでは，道路や個々の樹木などの詳細な温度分布調

査に用いられてきた1)2)。

航空機搭載センサによって，野生動物を上空から検出す

る試みは，これまでも海外等では行われておりの，国内で

もヘリコプターによる調査事例がある4)が，従来の機器

(例えば中日本航空(株)が開発した航空機搭載型マルチス

ペクトルセンサである AZM)の性能では，地上 1，000mか

らの調査では地上分解能が1.25m となり，体長 1~2m 動

物の検出には不十分であると考えられた。

しかし従来の装置を更新することになり，その性能向

上によって，これまであきらめていた野生動物の検出が可

能になるのではないかとの期待があった。また次項で述べ

るように，野生動物調査の必要性が高まってきている。そ

こで，航空機搭載センサによる野生動物検出手法の開発を

試みることとした。本稿では，その概要について報告する。

2. 野生動物検出の必要性

近年，野生動物による林業や農業被害が全国で問題と

なっている。特に，ニホンジカ(以下シカと略す)の増加

による食害は，野生鳥獣の森林被害面積のおよそ 8割を占

め5)(Fig. 1)， 2014年度の被害総額は 65億円にも上る6)。

こうしたことから， 2014年 5月30日にこれまでの鳥獣

保護法が改正され， I鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律J(鳥獣法)が新たに公布された。この改

正では，これまで保護主体であった方針を変更して，捕獲

を行いその生息数を管理することが可能となった7)。

シカを適切に管理していくためには，個体群の動向を的

(2016. 10. 3受付.2016. 10. 27改訂受理)

ホI 中日本航空株式会社

Fig. 1 Forest damage by deer 

*林野庁 HPの資料5) をもとに作成
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確に把握し迅速に対策を講じることがより重要となって

いる。

3. 野生動物の調査手法

従来のシカの調査には，主に地上調査が用いられており，

その主な手法としては，区画法，ルートセンサス法，糞粒

法が挙げられる8)。

区画法は，調査地域を区分し各分担区画に調査員を配

置し，一定時間内にそれぞれの区画内を見落としのないよ

うに一斉に踏査する手法である。発見率を高めるため，落

葉期に実施することが多い。調査地全体をくまなく踏査す

る必要があるため，調査地内に立ち入り困難な場所が存在

する場合は精度が低下する。

ルートセンサス法は，決められた調査ルートを踏査し，

観察範囲内に出現した個体数を直接観察あるいは鳴き声等

で確認する手法で，ライトセンサスとも呼ばれる。シカの

場合は，夜間に調査ルートの両側・前方をライトで照射し

ながら徒歩や車で踏査し，光る動物の目あるいは姿をカウ

ントする。発見率を高めるため，区画法と同じく落葉期に

行う。調査精度は調査地域の見通しゃ天候などに影響され

る。

ホ1 Nakanihon Air Service 
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糞粒法は，間接観察法の一つで，直接観察が困難な照葉

樹林帯で用いられている。シカの生息頭数が安定していれ

ば常に新しい糞が排出されるため，ある時点での糞粒数は

安定しているという考え方を利用して，個体数を推定する

ものである。調査精度は対象種の糞の消失率が重要であ

り，環境に応じた地域ごとの消失率を求める必要がある7)。

このように，地上調査は多くの時間と労力を必要とする

うえ，調査精度が調査員の熟練度に大きく左右される。ま

た，ほとんどの調査を徒歩で行う必要があるため，シカの

場合，夜間に行うことを前提としたルートセンサスを除い

て，シカが活発に活動する夜間には行いにくいといった問

題がある。

一方，航空機を用いた調査も一部で行われている。ヘリ

コプターセンサス調査は，ヘリコプターから目視カウント

調査を行う手法で，個体群の動向や群れ構成，シカの越冬

地利用を把握することを目的とする。一定の速度と高度で

飛行し，発見したシカの群れの位置を GPSで記録する手

法であり，囲内ではエゾシカの調査に用いられている9)。

しかしシカの姿が周辺の地物に溶け込みやすいことから，

肉眼による目視調査では見落としの可能性が高くなると考

えられる。

このため，熱赤外センサをヘリに搭載し熱赤外画像を

利用してシカをカウントする手法が試みられている4)。こ

の研究では，熱赤外画像を用いることで，シカの検出が容

易になることが示唆されている。

しかしながら，シカの姿を確認または観測するために約

100mの低高度で飛行する必要があり，シカが騒音や機影

等により逃走するため，調査精度を低下させるなどの問題

も指摘されている。

こうした課題に対し，固定翼機に搭載した熱赤外センサ

による調査手法は，野生動物の分布を広範囲に調査できる

ことが期待される。

4. センサシステム

野生動物検出に必要とされるセンサの性能は，主として

対象生物が検出可能な空間分解能が得られることと，野生

動物の体温が検出可能な温度分解能が得られることの 2点

であろう。

今回，調査の主な対象とするシカは，本州に生息する亜

種ニホンジカで，頭胴長 (以下体長)がおよそ 130-160cm

である。また，体の幅の資料は得られなかったが. 50cm 

程度以下であろうと推測される。したがって，少なくとも

この大きさが検出可能な空閥解像度が要求される。

野生動物の体温については，シカは晴乳類であることか

ら37
0

C前後の体温と想定されるが， 実際には皮膚は体毛な

どで覆われており，これより低い体表面温度となると推定

される。このため，背景となる周辺の地物との温度差が小

さくなると想定されることから，野生動物検出には高い温

度識別能力が必要であると考えられた。なお，実際の動物

レーザ計測装置

Fig. 2 Sensor system overview 

Table 1 Sensor system specifications 

CASTシステム

J、イパースベウトルセンサ 熱赤外センサ

機材名称 CAS 1-1500h (lTRES社) TABI-1800 (lTREH土)

観測波長帯 380-1. 050rm 3.7-4.8μm 

観瀦バンド数 最大 288バンド 1/¥ンド

観瀦角 40deg 40deg 

瞬時視野角 0.4骨nrad 0.405mrad 

標準温度レンジ -20-1500C 

の体表面温度については地上から放射カメラで調査したの

で，別項で述べる。

今回野生動物検出に用いた航空機搭載センサシステム

は，熱赤外域を高分解能で検出可能な熱赤外映像装置

(TABI-1800)と可視~近赤外域をカバーするハイパースペ

クトルセンサ (CASI-1500h)とを組み合わせた装置である。

TABI-1800は，瞬時視野角 (InstantaneousField ofView : 

IFOV)が 0.405町 adと高く，例えば対地高度 1，000mから

直下で 40.5cmの地上解像度が得られる。また，波長帯域

は3.7-4.7μmで，一般に用いられている波長帯 (8-12μ

m)と比べると短いが，雑音等価温度差 (NoiseEquivalent 

Differential Temperature : NEDT)は0.05K(25
0

Cにおいて)

で，非常に安定した感度を有している。

これらの性能は，先に述べた野生動物検出に要求される

性能を満たしており，航空機による野生動物検出が可能で

あると期待された。

また，同時に搭載される CASI-1500hもほぼ同様な空間

分解能 (IFOV:0.49町 ad)を有しており，衛星測位装置

(GNSS)と慣性計測装置 (InertialMeasurement Unit (以下

lMU))を統合した GNSS'lMU装置 (GNSSIIMU)により

幾何補正を行うことで. 2つのセンサの位置合わせを精密

に行うことが可能である。

さらに，同時に航空レーサー計測装置 (LP) も搭載してお

り. LPと同時計測が可能なシステムとなっている。これら

のセンサも，熱赤外映像を補完し野生動物検出に役立つと

期待される。センサシステムの概要を Fig.2および Table

lに示す。
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5. 動物の体表面温度

先に述べたとおり，実際の動物の体表面温度は，体毛に

覆われている部位は，周辺の地物の温度との差がそれほど

大きくないと考えられる。そこで，実際に地上からサーモ

カメラでの計測を行い，動物の体表面温度を測定した。

調査は，名古屋市の東山動植物園の他，観光牧場や奈良

公園において動物の体表面温度を，手持ちのサーモカメラ

(阻CAvio 社製:測定波長 8~13μm) を用いて測定した。

その一例を Fig.3に示す。動物園では日本で生息しない動

物も多かったが，概して気温の高い地方に生息する動物は

体表面温度が高く，周辺の温度との差が顕著であったのに

対し，寒冷地に生息する動物では体表面温度は低い傾向に

あり，体毛の部分では周辺温度との差は小さかった。寒冷

地に生息する動物は，特に冬季においては断熱効果の高い

毛皮に覆われており，体表温度と周辺との温度差が小さく

なる10) と考えられる。

ただし周辺温度との差は認められたことから熱赤外映

像による調査は可能であると考えた。

6. 航空機試験

実際の動物検出可能性の確認や，検出手法の検討のため

試験調査を行ったのでその概要を以下にまとめる。

(1)富士山山麓における試験

まず，最初の試験として，シカを対象として平成 27年 1

月 13 日に Fig.4 に示す富士山山麓(標高約 800m~I ，000

m)の2箇所で航空機観測を行った11)0 Sitel周辺は国有林

が中心で，常緑針葉樹林と落葉広葉樹林がパッチ上に分布

している。調査時点では落葉広葉樹はほぼ完全に落葉して

おり上空の視界は開けていたが，針葉樹林では閉鎖的で

あった。また，当時この周辺では林野庁によるシカの駆除

が実施されており，人や恵の立入が制限され，駆除を効率

的に行うための給餌場が設けられ，また，自動撮影カメラ

が林道沿いに設置されていた。従って，この周辺にシカが

集まりやすく人工的な熱源が少ないこと，またシカの動き

があるとカメラで撮影されることから，航空機で検出され

Table 2 Data acquisition par創neters

センサ TABI'1800 

観測地域 富士山南西山麓

飛行高度 1，000m (above the ground) 

地上解像度 40cm 

サイドラップ 40% 

観測日 13/01/2015 

観測時間 16:30・17:05

日本リモートセンシング学会誌 Vol. 36 No. 5 (2016) 

たものがシカであるという判定が容易になることが対象地

選定の理由である。

また， Site2周辺は，牧草地が広がり上空が開けた地域で

あるが，牧草地の周辺には針葉樹林が広がり，この周辺か

らシカが侵入し牧草の食害が増加していることから，シカ

の出現の可能性が高いと考えられた。また，同時にウシな

どの家畜についても調査可能であることから選定した。

熱赤外映像による調査は，本来は，シカが活動を活発化

させ，さらに日射の影響を受けない夜間に実施するのが望

ましいが，対象地域が富士山周辺であることから，気流の

乱れなどによる飛行の安全性を考慮して， 日没前の薄暮の

状態で実施した。また，飛行高度もできるだけ低いことが

望ましいが，周辺地形などから飛行の安全を考慮し対地

高度 1，000mで実施した。飛行諸元を Table2に示す。

取得データを可視化し画像を拡大表示しながら目視判

読した結果， Site2では放牧されているウシと思われる個

体群が明確に確認できた (Fig.5)。また，その温度を画像

から計測した結果，周辺の牧草地の温度が-2
0
Cであるの

に対し，ウシの温度は最高約 13
0

Cで輪郭も明瞭で、あった。

一方 Sitelでは，給餌場付近の林道周辺でシカと思われ

る複数の熱源が見られたが，その表面温度は一 lOC~OOCで

ウシよりかなり低い温度であった。また，周辺の地面の温

度はそれより 20C~40C低かったが，樹木の温度はシカと思

われる熱源との差がほとんど無い箇所もあった (Fig.6

上)。

そこで，同じ地点、がサイドラップにより観測されていた

隣接するコースのデ}タを確認したところ，丸で示す範囲

において，熱源が移動していることが確認できた (Fig.6

下)。また，やや場所が離れているが自動カメラでもほぼ

同時期にシカが撮影されており，この熱源はシカの可能性

が極めて高いと推察された。

一方で，針葉樹林など上空が閉鎖された部分では動物の

検出はできなかった。

(2)観光牧場での試験

最初の試験でシカ検出可能性が示唆されたが， 日中での

観測やシカ以外の動物の検出の可能性について検討を行う

ため，平成 27年 7月 11日と 15日に愛知県の観光牧場を

対象に調査を行った12)。調査地はウシやウマが飼育・放牧

されており，一部にはウサギ等の小動物も飼育されている。

調査条件は Table3に示す通り夏季の南中時と夕刻の時

間帯で実施した。また，飛行高度は全て対地 1，000mとし

Table 3 Flight summaries 

調査地 実施日 調査時潤 対象地 対象物

富士山 H27.1. 13 16時台 落葉樹 シカ

南西麓 冬季 薄暮 牧草地 ウシ・ヒツジ

愛知県 H27. 7. 11/15 17時112持台 砂地 ウマ・ウシ・

観光牧場 夏季 夕刻/南中時 牧草地 ウサギ等
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ドコJ平r←ーナー十一~と二士二|
長二二ニtコご二怯桂三三|

Fig. 3 Temperature of the various animals 

(左上:ヒグマ，右上.アジアゾウ，左下:アクシスジ

カ，右下.シマウマ)調査条件:平成 27年 2月7日

14 ・ 30~16 : 30，天候.晴れ~うす雲，気温:lOoC 

Fig. 4 Study site locations 

Fig. 5 Therrnal image of Site2 

*ウシと思われる動物が明瞭に検出できた。

た。さらに，南中時の観測では可視近赤外センサである

CASI-1500hのデータも同時に取得し使用した。

Fig. 6 Therrnal image of Sitel 

*上下の画像は重複するコースでの同一地点(時間差

約 5分)の映像。丸の個所では熱源が移動している

のが確認できる。

Fig. 7 Therrnal image (left)， true visible image (right) 

Data collected near solar noon， sumrner 2015 

*破線内のウシは地表温度が高いため温度のみで

は検出できなかった。

Fig. 8 Thennal imagery acquired at sunset， sumrner 2015 

(The left side is 6 minutes earlier than the right.) 

* 3頭の馬が移動するのを確認 (温度の低い方を明る

く表示)

その結果，南中時の観測でも Fig.7の実線四角内に示す

ように，温度差によって牧草地のウシの検出が可能である

ことが確認できた。ただし，破線内にいるウシは可視光域

の画像 (Fig.7右)では検出できたが，熱映像 (Fig.7左)
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では牧草がまだらであるためか地温が高くなって，ウシと

の温度差が無く検出できなかった。

一方，夕刻の観測では，植生の無い砂地でもウマが明瞭

に検出できた (Fig.8)。これは馬の体表面温度が高かった

ことも考えられるが，夕方になり地表面温度が下がってき

たためと考えられる。

なおこの観測においては，小動物と思われる熱源は確認

できておらず，空間解像度と同等程度以下の動物の検出は

困難であるとことが推察される。

(3)飛行試験のまとめ

2回の飛行試験における各種の調査条件を比較した結

果，上空 1，000mからの航空機搭載熱映像装置による動物

の検出は. 1-1.5m程度の大きさの動物であれば， 季節に

よらず検出できること. 2回調査により移動を確認するこ

とで検出精度が向上すること等が確認できた。また， 基本

的には夕方から夜間に実施する方が望ましいが， 日中に調

査する場合には可視画像を併用 し精度を保つ必要があるこ

とが示唆された。

7. 精度検証

精度検証を目的として，シカが多数生息する奈良公園周

辺で調査を実施した13)14)。調査は. 2015年 9月 11日

19 : 22-20 : 22に，奈良公園を対象として実施した。調査

範囲を Fig.9に示す。

また，航空機調査と同日同時間帯に，奈良公園内の上空

Fig. 9 Precision inspection study area， Nara City 

Fig. 10 Ground measurements 

日本リモートセンシング学会誌 Vol. 36 NO.5 (2016) 

が開けた数箇所のエリアで地上調査を行った (Fig.9の赤

枠)。調査は目視でシカをカウントすることとしシカが

いた場所と頭数を詳細に記録した。また，同時に手持ちの

サーモカメラ(前述)でも撮影を行った (Fig.10)。

(1)シカ判読方法

これまでの試験結果に基づいて，熱赤外画像を用いて

Fig. 11に示す方法で画像判読を行いシカの抽出を行った。

具体的には，図に示すようにまず周辺の温度との違いによ

りシカの候補を抽出した。その後，シカと温度が同程度の

温度の熱源については，これまでの試験観測での知見に基

動物

Fig. 11 Deer detection data processing and ana1ysis workflow 

Fig. 12 Comparison of ground data with ana1yzed image 

resu1ts 

* 1-21のシカは，手持ちのサーモカメラ画像でも，熱

赤外画像でも，閉じ位置に確認できる。唯一位置が異

なる 22のシカは. 3分の聞に移動したと考えられる。

また.23のシカはサーモカメラ画像では確認できる

が，熱赤外画像では観測できていない。移動したか，

または，アスフアルト上にいるために捉えられていな

い可能性がある。
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Table 4 Comparison of ground data meas町 ementswith 

analyzed image results 

①葬品銭測 ②地よ調査 時間差 検出率
エリア名

(罪事源数) (頭数) (地上ー熱観澱) (①/②) 

公会堂北 98 96 4分 102.1" 

荒池 37 38 +3分 97.4弘

博物館 18 22 +14分 81.8也

梅園 27 36 +6分 75.0首

全体 180 192 93.8首

づき，大きさや 2回の画像による移動の有無，人工的な熱

源は輪郭がシャープであるなどの判定基準により，シカと

それ以外を目視で判別した。さらに，判読漏れが無いよう ，

熱赤外画像上に一定の間隔で横断線を引き，その線に沿っ

て判読した。判読は周辺地物との温度差で目視によって行

い，シカと判定した熱源すべてに点を打った。シカではな

いと明らかになった熱源に関しては白丸で囲み，他コース

で誤ってシカとしないようにした。

(2)精度検証結果

航空機観測の時間差が少ない地上調査地点において，シ

カを判読した結果と地上調査結果を比較した。

Fig.12は，調査地のひとつ「荒池」の一部のエリアの熱

赤外画像と，地上から手持ちのサーモカメラでシカを撮影

した熱画像とを詳細に比較したものである。航空機観測と

地上調査の時間差は約 3分で，ほとんどのシカは動かずに

地面に座っていた。

サーモカメラの熱画像は， TABIの熱赤外画像の下側中

央付近に当たる位置から撮影している。確認できた熱源に

順番に番号を振っていくと，移動したと見られる 22，23の

シカを除いて，ほほ全頭のシカを航空機による熱赤外画像

でも正確に捉えられていた。

同様に比較を行った結果を Table4にまとめた。この結

果， r公会堂北」と「荒池Jでは， 100%に近い高い精度で

シカを検出できており， 4地区の合計では 93.8%であった。

一方， r博物館Jでは， 81 %と検出率が低かったが，調査時

間のタイムラグが 14分と比較的大きく，シカが移動して

しま ったこと により精度が下がったと考えられる。さら

に， r梅園jで検出率が低いのは，ウメの木等の広葉樹が点

在しており，樹木下のシカが捉えられなかったためと考え

られる。

8. 考察および課題

(1)観測の適地

これらの結果より，上空が完全に開けた場所でなくても，

樹木の間隔が広かったり落葉していたりして，地面が十分

に透けている森林帯において熱源を捉えることが可能であ

り，上空が開けている場所では，精度も 90%以上となるこ

観測しやすい
広場など

3雪

落葉広葉樹

針葉樹

常緑広葉樹

観測しにくい

Fig. 13 Observation hardness or ease by forest situations 

Fig. 14 Disappeared forests by deer damage 

食害によって針葉樹林が失われ笹原化している例

(大台ケ原)

とが分かった。一方で，遮蔽物が多い森林内の画像判読に

は多少の慣れが必要であり，上空の開けた広場に比べて難

易度が高かった。

上空からの野生動物検出の難易度を示す概念図を Fig.

13に示す。落葉広葉樹林は冬季に落葉した状態であれば，

検出の可能性は高い。しかし展葉期や常緑広葉樹林では

樹冠が横に広がっており密であるため，検出の難易度は高

くなる。

また，針葉樹林は多くの場合人工林で，十分に成長した

森林では樹冠の間隔が狭く検出が難しいが，若齢林では隙

聞から検出できる可能性もある。森林域において本調査の

手法によりシカなどの野生動物を検出できるかどうかは森

林の状態に依存すると考えられる。従って，事前に対象地

域の森林の生育状況や観測時期を検討し落葉広葉樹林が

含まれる場合には落葉期にあたる冬季に調査を行うことが

望ましい。

また，常緑樹林が優勢な地域であっても，シカによる食

害が非常に深刻な場所では，下層植生が食い尽くされ，シ

カの晴好性の低い植物のみが繁茂し樹木がシカによる樹

皮の皮剥ぎによって立ち枯れを起こし荒廃した結果，森林

が消失し広場のような環境となっている場所が全国に存在

する(例えばFig.14)。
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このようなシカの被害が深刻な地域では，上空が聞けて

おり，熱赤外画像を利用した調査が適用できる可能性が高

It、。

このように，調査地域の現況を把握し観測時期や場所

の検討を行った上で観測を行えば，これまで人の立ち入り

が難しく調査できなかったような地域でも，昼夜間わず短

時間で効率的に調査が可能となり，シカの行動や分布域を

これまで以上に把握することが期待できる。シカの生態を

よく理解し地域特性に応じた季節や時間等の観測条件の

選定を行うことが重要である。

(2)今後の課題

各種の調査条件を比較した結果，上空 1，OOOmからの航

空機搭載型熱映像装置による動物の検出は， 1~ 1.5m程度

の大きさの動物であれば，季節によらず検出できること，

2回調査により検出精度が向上すること等が確認できた。

また，基本的には夕方から夜間に実施する方が望ましいが，

日中に調査する場合には可視画像を併用し精度を保つ必要

があることが示唆された。

なお，実際の調査では熱環境以外の条件，例えば植生繁

茂状況や気象条件等の航空機運航上の条件も考慮する必要

がある。特に夜間や凍結飛行条件等では安全上飛行制限を

受ける場合もあるため，これらも含め調査時期を決定する

必要がある。

また，今後の課題としては精度向上が重要であり，特に

樹木下の検出が課題である。そこで，航空機に同時搭載し

ている航空レーザ計測装置による LPデータの利用も検討

を始めている。この他，費用低減や処理時間短縮のために

抽出作業の効率化も重要な課題である。 2時期の画像の差

分による自動抽出についても検討中である。さらに，空中

写真を利用した動物の検出では， 2時期の画像から移動体

を自動検出する手法の例もあり 15) 今後の検討課題の一つ

である。

今回は対象としなかったが農作物被害の多いイノシシ

や，人的被害に直接つながるクマ，さらにタンチョウ等の

野鳥，アザラシ等の海洋性の動物についても，検出の可能

性に関して検討を行いたい。
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