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中山間水田農業地域における農地周辺バッファゾーンの

空間特性と獣害対策

Spatial characteristics of buffer zone around farmland and countermeasures against wildlife 

in the hilly欄 mountainousand paddy farming area 
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研究の背景と毘的

長期的な視点に立ち，空間・土地利用の側面から獣害

対策を検討する場合，農地と山林との間にあって両者の

境界となるバッファゾーンを適切に管理することの重要

性が指摘されている 1)。たとえば，高橋 2)や小寺町立，野

生イノシシの主な活動域が広葉樹林以外に，耕作放棄聞

や竹林等，耕作農地に隣接するエリアに広がっているこ

とを突き止めている。また，武山らのは，生産調整によ

って林地イとされた水間が，イノシシが耕作水回に接近す

る擦の移動経路となっていることを指摘している。

これに対し，広域空間での土地手IJY自の変化が加答動物

の生息域の変化に及ぼす影響そ検討した研究に，岩崎ら

5)がある。また岩崎らのは，農村と山地問の境界で生じる

札機(獣審)に注目し，境界領域の土地利用や人間活動

の改善により獣容が軽減される可能性を論じている。し

かし，農地周辺のパップアゾーンについて，蔚穣，形状，

土地利用等の空間特性を詳細に検討した研究は見られな

い。バッファゾーンの土地利用の改善が獣害の軽減に役

立っとすれば，逆にバッファゾーンの空間特性は現在の

被害発生状況や，地理的条件を活かした効果的な対策方

法に，それぞれ深く関連していると考えられる。

そこで，本研究では，和歌山県古座川町を対象に，中

山間水間農業地域におけるバッファの空間特性を明らか

にし，バッファゾーンの箪メIJりや森林伐課など適切な土

地管理を通じた地区協働による獣害対策への取り組みや

すさの客観的評価を試みる。また，空関特性から見たバ

ッファ管理の取り組みやすさと被害や地区協織による対

策実施状況との関係を検討し，パップアの空間特性を表

す指標を活かした獣害対策や空間管理の計画手法につい

ても検討する。

立 分析に用いるデータの作成

1 GIS によるバッファ空間特性指標データの作成

20例年撮影のオルソ補正済み航空写真を用い，対象地

の農地および集落エリアをトレースし，農地ポリゴンと

集落ポリゴンを得た。農地は，主要な道路や河川で分離

されるー闇を lポリゴンとした。また，集落内に点在す

る農地(主に家庭菜関等)は分離せず，集落ポリゴンに

含めた。

農地と集落以外の土地利用データは，環境省自然環境

局生物多様性センターが提供する第 6回・第 7回自然環

境保全基礎調査植生調査による縮尺 1125，000植生菌

(2003年結果)の GISデータを舟いた。糠生図に農地ポ

リゴンと集落ポリゴンを合成し，土地利用函とした。

次に，農地ポリゴンの周辺に嬬 100mのバッファを発

生させた。農林業センサスにおける集落を l地震とし，

地区内でバッファに重複が発生する場合はバッファをマ

ージし，各地区の農地 100mバッファ(以下，バッフア

と路)を得た。なお，本研究でバッファを 100mに設定

した理由は，以下の 2点である。すなわち， 1)町内の 1

地慌を対象とした既往研究 7)により水隠団地の外縁

100mの適切な維持管理により防獣効果が改善された事

例が報告されているほか， 2)対象エリアではバッファを

100m以上にすると多くの集落閑でバッファが重なり，

集落単位での分析に支障を来すためである(100mのパ

ップアが重なるのは 2集溶間の 1カ所のみ)。次に，パッ

プアを用いて土地利用図をクリッピングし，各バッファ

の土地利用面積データを得た。使用した GISソフトは

ArcGISである。

土地利用は，自然植生調査結果の植生区分表を参照し，

表 1のように分類した。解放水域，集落ポリゴン，およ
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び他地区の農地ポリゴンは，獣害対策の観点からバッフ

アの「管理不要地Jと位霞付け，それ以外の面積を「要

管理地」とした。また，植生国の「禄の多い住宅地Jと

f造成地j は住居周辺の縁地や襟地(住宅地，工場，公

共務設用地等は集落ポリゴンに含まれる)， r耕作地j 等

は農地法面，放棄されて長期間経過した耕作放棄地(休

耕留は農地ポリゴンに含まれる)，道水路等にあたると判

断し，これらを「自然裸地」および「河川敷砂磯地植生J

と併せて f里地j として「要管理地j に含めた。

なお，農林業センサス調査の対象となる集溶は古座川

町内で 45地亙であるが，地区の農地ポリゴン面積が 50a

以下となる 4地区を分析対象から除外した。さらに，後

述するアンケート識査で、囲答が得られなかった 2地区も

除外し，計 39地区を分析対象とした。

分析の対象となる農地ポリゴン面積は全部で 287haと

なった。なお，古座川町の平成 22年度町勢要覧によれば，

2009年の農用地面積は 150haである。ここで得られた農

地ポリゴン面積は， 1970年の農地街積約 300haに近いこ

とから，過去には農地であったが現在は耕作放棄地され

た荒廃地等が多く含まれると推察できる。

2 アンケートによる被害および対策実態データの作成

被害および対策実態を把握するため，平成 22年 IO月

に区長に対してアンケートを実施し，全 50IK中48区か

ら田答を得た(自収率 96%)048地区のうち， 7地IKは

農林業センサスでは 2地区にまとめられることからアン

ケート結果もまとめた。また， GIS分析で対象外となっ

た 4地区も除外し，計 39地区のデータを整湿して GIS

データとの合致を可能にした。

国 バッファの空間特性分析

1 バッファの形状と規模

(1)農地ポリゴン面積とバッファ発散指襟

農地ポリゴン面積とバッファ面積の関係を図 1に示

す。バッファ面積は，農地ポリゴン面積に応じて増加す

る傾向にある (.r=.822，p<.001)が，農地ポリゴン面積

が関じであっても形が複雑化・細分化されることにより

パップァ面積は大きくなる。そこで，地区内の農地ポリ

ゴンを 1つの円と仮定した場合のバッファ弱積(以後，

円パップァ函積)を摺 1に示す。円パップア面積は以下

の式で表される。

Abc=πX {(Ap/冗 )112十lOO}2-Ap 

ここに，Abc:内バッファ面積(a)，Ap:燥地ポリゴン商綴(a)。

次に，円バッファ面積を基準とし，これに対する実際

のパップア面積の比を「バッファ発散指襟」とした。こ
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の値が大きいほど，地区内のバッファが孤立分散し，複

雑な形状であると言える。バッファ発散指標は以下の式

で表される。

α=Ab/Abc 

ここに0:バッファ発散指標， Ab:バッフア蔚積(a)。

バッファ発散指標と農地ポリゴン弱積の関係を図 2

に示す。農地ポリゴン商積とバッファ発散指標にはわず

かに相関があるが (r=¥479，p<.Ol)が，農地ポリゴン

面積に関わらずパップア形状は多様で、ある。

(2 )農地ポリゴン面積と反当バッファ函積

農地ポリゴン商積と農地ポリゴン酪積 lOa当たりのバ

ッファ面積(以下，反当バッファ面積と路)の関係を閤

31こ示す。反当バッファ面積は以下の式で表される。

表 1 土地利用の分類
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Aba=(Abl Ap) X 10 

ここに， Aba:反当バッファ面積(a)。

反当バッファ面積は， 39地区平均で 83.3a(農地ポリ

ゴン街積の約 8.3倍)であり，最も小さい地区で 13.6a

(同1.3倍)であるのに対し， 13地症で 1ha(間 10傍)

を超えた。このことは，農家の所有農地面積に応じてバ

ッファ管理面積を割り援ると仮定した場合， 10aの所有

面績に対して，前者に所有している農家は 13.6a，後者

に所有している農家は 1ha以上の管理負担となり，後者

においてバッフアの管理負担が大きいことを意味する。

( 3)バッファの土地利用

パップァにおける管理不婆地率は， 39地区平均で 18%

であり，全体で 0.8%"'37%の値をとる。古座川町の主要

河川である古座川の下流域に立地する地区では，バッフ

ァに解放水域や集落ポリゴン商積が多く含まれることに

より管理不要地率が高い傾向にある。一方，古座川中~

下流域および支流域に立地する地区では，逆の環幽から

管理不要地率が低い傾向にある。

次に，婆管理地に着目すると，古座J11町全体では，植

林が 58%を占め，次いで、代償植生が 24%を占める。代償

様生の大半はシイ・カシ二次林(萌芽林)で，次いでウ

パメガシ二次林(萌芽林)も見られる。これに対し，自

然林は 1%と極めて少ない。自然林は，バッファに内に

限らず，古座川町全体で少ない。

z クラスター分析による地隠分類

バッファ発数指標はパップアの形状を，反当バッファ

面積は地区の農地面積に対するバッファの規模を表す指

標ととらえ，これら 2指標によるクラスター分析を行う。

本研究では，間指標が小さいほど，バッファ管理を行う
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表 2 各類型における指標の平均値

Table 2 Mean value of index in each group 

類型 反当パッ ノくッファ 差是地ポリゴ 管理不要

〈地区数) ファ(a) 発数指稼 ン商務(a) 地君事j合、

I類型(7) 32.7 1.65 784 21.5% 

E類型(9) 54.2 2.71 681 21.1% 

E類型(10) 57.4 4.61 1，484 15.5% 

IV類型(13) 150.7 2.78 150 17.1% 

金平均 83.3 3.03 728 18.4% 

よで最適な条件を持つ地区ととらえる。 100%

クラスター分析(標準偏差を 1として標準化後， Ward 

法にて連結)の結果， 39地区を 6クラスターに分類した。

このうち，反当パップア面積が 1haを超える 3つのクラ

スターを 1つの類型とし，最終的に 39地亙を 4類型に

分類した(国 4)。各類型の反~バッファ面積，パップ

ァ発散指標，農地ポリゴン面積，管理不要地率の平均値

を表 2に，要管理地の土地利用の内訳を図 5に示す。

I類型は，農地ポリゴン面積が平均 784a(最小値 333a，

最大値 1，688a)であり，バッファ発散指標が小さく農地

もまとまっている。管理不要地割合は平均 21.5%(最小

値 13.0%，最大値 37.0%) と比較的高い。要管理地の土

地利用では，他の類型に比べ里地率が平均 39%と高い。

里地の内訳を見ると，植生盟のうち耕作地(水間雑草群，

果樹閤，常緑5果樹関)や休耕回雑草群が多く，過去に耕

作放棄された改魔農地が多く含まれると考えられる。
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図5 要管理地の土地利用割合

Fig.5 Land use ratio ofmanagement-necessary land 

H類型は，皮当パップア面積およびパップア発数指標

が I類型に比べてどもに大きい。農地ポリゴン面積は平

均 681a(最小値 377a，最大値 1，629a)，管理不要地割

合は平均 21.1%(最小値 10.2%，最大値 27.7%) と

類型に近い特徴を持つが，要管理地の代償植生率が 28%

と比較的高い点に違いがある。
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直類型は，パップァ発散指標が大きい。農地ポリゴン

面積は平均 1，484a(最小値 620a，最大 2，794a) と大き

く，管理不要地割合は平均 15.5%と低い。

lV類型は，反当パップア面積が大きい。農地ボリゴン

面積は平均 150a(最小値 52a，最大 343a) ときわめて

小さい。管理不要地割合は平均 17.1%であり，要管理地

の植林率が 74%と高い点、に特徴がある。

3 各類型の地形と立地

IおよびH類型に含まれる地区の地形に注目すると，

I類型では 7地区中 5地区が， II類型では 9地区中 5地

肢が，河川iに突き出た舌状の地形を持つ。また，立地で

は I類型で 7地区中 4地区が， II類型では 9地亘中 3地

区が，古座川町の主要河川である古座川の下流域沿いに

立地している。一方，頂およびlV類型に含まれる地区で

は，鹿川の中流~下流域沿いに立地する地区が 2地区

にとどまり，大半の地区は台座JiIの上流域および支流域

に立地する。このうち III類型の地区は，河川に沿って

農地が長く広がる傾向にあるのに対し，lV類型では，小

規模な農地が点夜する傾向にある。

4 まとめと考察

I類型は，バッファ管理を行う上で、最適な条件を持つ。

加えて，河川下流域沿いに立地する績向にあり，パップ

ァに解放水域が多く管理不要地が多くなる。また，舌状

地形を持つ傾向にある。舌状地形は，中山間地域にあっ

てまとまった平地と日照が得られやすく，基盤条件も比

較的よい。さらに，舌状地形では，山林一農地問に集溶

が帯状に立地するケースが多く，これがバッファの役割

を果たすことから，バッファ管理条件の良い地形と考え

られる。しかし，問時にバッファには改廃農地が多く含

まれる。その理由として，苦状地形の河川に接する外縁

部が，通作距離および排水・水害の商で条件が悪く，耕

作放棄されてパップァに含まれるケースが考えられる。

I類型に含まれるこのような地区は，古鹿)'I町の場合，

農地面積が約3ha"'-17ha(平均8ha)穏度の地症であり，

これより大きい場合はバッファ発散指標が大きく，小さ

い場合は反当パップア罰積が大きくなるため，バッファ

管理条件は悪くなる傾向にある。

豆類型は， 1類型に次いでバッファ管理条件がよいが，

I類型に比べると主要搾川の中流域や支流域に立地する

傾向があり，バッファ要管理地におめる代償植生の割合

が高くなる。

取類型は，地区の農地面積は大きいが，河川幅の狭い

河川中流~上流域および支流域に，河川に沿うように細

長く展開する傾向にある。そのため，バッファが発散す
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る上，パップァに占める解放水域等が小さくなり，要管

理地が高い割合を占める。

lV類型は，地匹の農地面積が小さく，河川の中流~上

流域および支流域に，点在して立地する傾向にある。こ

のため，農地面積に対してバッファ面積が大きくなる。

また，バッファに占める植林の割合が高く，植林i訟の中

に農地が点在する状況と考えられる。

W バッファの空間特性と獣害およびその対策

1 バッファの空間特性と被害の関係

区長アンケートでは，加議動物種別ごとに被害の種類

に関する 9つの選択肢(農作物の食害，国畑の掘り返し，

畦畔の崩壊，果樹・花木の枝折れや樹皮の破損，果樹・

花木の様の破損，マノレチやネットの破損，用排水路の破

損，ビニーノレハウス等の設定の破損，人への威嚇)を設

け，複数選択式で回答を得た。各地区における選択肢の

選択数を加害動物種別被害スコアとし， 1 "'-lV類型ごと

に平均値を求めた。結果を囲 6に示す。すべての類型で

イノシシによる被害スコアが最も高く，シカがこれに続

く。総じて，被害スコアが最も高いのは I類型であり，

特にイノシシ，シカおよびアライグ、マの被害スコアが高

い。次いで被害スコアが高いのは阻類型であり，サノレの

被害スコアが他の類型に比べて最も高い。

一方，被害スコアが低いのはE類型である。ここで，

被害が深刻化した時期別の地区割合を函 7に示す。 E類
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型では，被害が深刻化した時期が他の類型に比べ新しい

傾向が見られ石。

2 バッファの空間特性と防除対策の関係

(1)地区協働による対策状況

区長アンケート結果から，地区協働対策への取り組み

状況を図 8に示す。 1類型では，遊休地の草刈りに取り

組む地区が 7地区中 5地区となり，土地管理による獣害

対策への意識が高いと言える。また，フェンス等への取

り組みも半数以上の地区で見られ，全体的に地区協働対

策への取り組み状況が良好と言える。次いで，恋類型で

も，遊休農地の草刈りが 10地区!:T4地底，電気掃が 5

地区で見られるなど，取り組み状況は良好と言える。

方， i地底協働で実施してない」と回答した地区は， 1類

型で 1地区にとどまるのに対し II類型で 3地底，斑類

型で 4地区， N類型で 7地匹であった。

( 2)地区協働による獣害対策への考え

夜長アンケート結果から，獣害対策の担い手に対する

考えを図 9に示す。あくまで区長の意見ではあるものの，

Iおよび班類型で「地区の住民と狩猟者および行政機関

が力を合わせればよし、」との地症が約 7割を占め，関係

者全体の協力が必要との認識が強い額向にある。一方，

H類型では， iどのような取り組みでも解決できなしリと

の地底が 2地区あるほか地区の住民と狩猟者および

行政機関がカを合わせればよいj との屈答は 9地区中 4

地区にとどまり，関係者全体での協力の必婆性に対する

認識が低い傾向にある。

次に，区長アンケート結果から，他地区との協力によ

る獣害対策への意向を整理した。選択肢のうち fすでに

他の地区と協力して行っているj，i他の地区に呼びかけ

て協力して取り組みたし、j，および f他の池監が呼びかけ

てくれれば協力したいj を肯定的な意見としてまとめる

と類型では，肯定的な地区が 7地区中 4地区を占め

るが，それ以外の類型では肯定的な地区が 4割以下にと

どまるとの結果を得た。

3 まとめと考察

80% 

60% 

40号も

20% 

。%

100% 

80% 

60号色

鋼需霊気機

自フェンス毒事

箆駆除

自追し、払し、

医遊休地の草刈り

!主害 ?JTS E雪BZ鵠
酪 8 地区協働対策への取り組み

Fig.8 Countermeasures by cooperative work of district 

ロ然問答

むどのような取り総み方でも解決でき

ない
8}]塁家が{滋目IJに行えばよい

日経!I'互のJ災家がカを合わせればよい

園地[まの{H宅金体が力を合わせればよ
し、

口地区の住民と3守番託者がカを合わせれ

lまよし、
0% 一瞬幽ー麟幽雌艦上局糊緬u 園地区の住民と州市および行政機J'，!J

i綴型自主語塑限綴型!IV類型 がカを合わせればよい
(N=7) (N=9) (N=lO) (N=13) 

密 9 獣害対策の担い手に対する考え

Fig.9 Intention about who provide countermeasures 

以上の結果を表 3にまとめる。 1類型は，イノシシ，

シカ，およびアライグ、マを中心に，他類型に比べ最も被

害が深刻である。前章で考察したように， 1類型は，一

塊の農地が舌状地形に立地する傾向があり，これにより

バッファ管理条件が最も良くなる一方，外縁の農地が耕

作放棄されてパップアに組み込まれる可能性も高くなる。

イノシシは，広葉樹林(代償植生)や耕作放棄地，竹林

を選択的に利用するのことから，バッファに高い割合で

含まれる里地が被害を深刻化させている可能性がある。

地区協働対策への取り組み状況や，今後の取り組

みに対する考えは 4類型中最も良好である。以上から，

I類型の地底は，パップア管理条件，被害実態および地

区協働対策への姿勢から見て，地区協働によるパップア

管理を推進する箆先度が町内でもっとも高いと言え，農

地団地内や近接部にとどまらず，パップアゾーンへの適

切な土地管理の拡大が重姿なカギを罷ると考えられるo

表3 各類型におけるパップアの空間特性と被害および対策

Table 3 Spatial characteristics ofbuffer zone and damage and countermeasures of attacking wildlife in each group 
反当パツ パップア I 露磁整穣地 管理

婆亙の雇管特雇理徴地通寸I 地形の I 立地の 被害
j 協f動対策 ! 協働対策

ファllii綴 発散指擦 不婆地 特徴 特徴 の状況 への考え

l類型 中 多
舌状地形 [ 主に

大 i i 特に
多 多 下流域 キ寺に良好 手棄権的

H護軍型 大 大 中 多
i代倹植生 舌状地形 主に下流

多 多 ~中流域

孤類型 大 特に大 大 少
i 代住吉植生

多

河川沿い 主に上流 i
に級長 交流域

中

N護貫主君 特iこ大 大 少 機林多 ! 山関川 i 却こ上流 i 
規模点在 ~支流域

4的



頂類型も，被害スコアが高く地院協働によるバッフア

管理の重要性は高いが，農地が河川沿いに細長く広がる

ことに伴いバッファが発散し，管理がしづらい条件を持

つ。しかし，地区協働対策の取り組み状況や意向は比較

的良好であり，工夫次第では適切なパップア管理を実施

できる可能性がある。具体的には，バッファの発散が抑

えられる農地団地の組み合わせを検討してバッファの協

働管理に取り組めば，バッファ管理条件は改善される。

また，やむを得ず農地を改廃する場合も，バッファの発

散が抑えられる方法すなわち凸面が小さくなり盟地が円

形に近くなるよう改廃農地を計樹的に集積できれば，バ

ッファ管理条件のよい農地を形成できる。

これに対し，豆類型では被害が比較的軽微であり，地

区協働対策への取り組み状況は悪い。被害が今後，深刻

化する可能性もあるが n類型はパップァ管理条件が比

較的良いことから，今後の動機付けや合意形成次第では

地区協働対策の展開が期待できる。

N類型でも被害スコアが低いが，被害が深刻化した時

期は古い。加害動物は，山間地の小規模な農地から離れ，

里の耕作放棄地に移動している可能性も示唆される。ま

た，バッファ管理条件は悪く地区協働による管理には不

向きなため，バッファ管理よりはむしろ，小規模農地を

値別に屈む物理的防除の重姿性が高いと考えられる。

W 結論

本研究では，農地周辺パッファゾーンの空間特性から，

地区協働によるバッファゾーンの適切な管理を通じた獣

害対策への取り組みやすさを客観的に評価し，被容や対

策実施状況との関係を検討した。その結果，バッファ発

散指標および皮当バッファ面積を指標として空間特性を

表すことにより，パップアの空間特性と被議実態や地舷

協働対策の実施状況との潤に関連性を見いだすことがで

きた。すなわち，地区協織によるバッファ管理への取り

組みやすさや優先傾位の高さは，各地区の農地に調有の

バッファ空間特性から客観的に判断できると言える。

バッファ空間特性指標の，獣害対策計画への活用方法

Summary 

として，以下の 2点が指描できる。

まず，バッファ空間特性指標による地区のグルーピン

グやランキング化も可能であり，広域レベルで、の計酪策

定において重点地域を検討する際の重要な指標となりえ

る。たとえば，本研究で I類型に分類された地区のうち，

地区協働対策を全く実施していない地度は 1地区あるが，

この地区はバッファの空関特性から見て推進する優先度

が高いと判断できる。

2点目は，地区内で農地問地が分散する場合等に，パ

ップア管理条件が最適化される農地団地の組み合わせを

客観的に導き出せる点である。また，防除を集中させる

趣旨から農池田地のプリンジ部分(凸部分)で耕作を放

棄するケースでも，パップァ管理条件が最適化される農

地の構成を客観的に導き出すことに役立つ。つまり，パ

ッファの空間特性指標は，地[K内でバッファ管理を含む

獣害対策を検討する際，客観指擦を提供して合意形成に

基づく最適な空間計簡を導くことに役立つと考えられる。
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