
酪農学園大学農食環境学群

農業環境情報サービスセンター長

金子 正美

酪農学園大学のリモートセンシング・GIS教育と研究

Intergraph ERDAS Forum2013
酪農学園大学の概要

• 1933年 北海道酪農義塾設立

• 1960年 酪農学園大学開学

– 建学の理念 「健土健民」

– 「循環農法図」

• 地域へ人材を輩出（農業高校・農業普及員・
農協・農業共済組合等）

卒業生 ２４，０００人、在学生３，５００人
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生息地内の森林
率の計算

生息適地の評価

都市緑地におけるアカゲラの生
息可能性評価

亀山哲，小高信彦，金子正美，小野理 1998 亀山哲，小高信彦，金子正美，小野理 1998

酪農学園大学の空間情報分野での取り組み

GIS研究・GIS普及

• 米国ESRI社SAG賞（EnVision、環境省と共同受賞）

• 米国ESRIマップギャラリー３位を2年連続受賞

• 世界 軽量クラスのGPS首輪開発
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• 米国ESRIマップギャラリー３位を2年連続受賞

• 世界 軽量クラスのGPS首輪開発

人材養成の実績

•GIS Day in北海道を開催（コミュニティの中心的存在）

•国土交通省、農業関連機関へのGIS/GPS等の講習会を実施

人材養成の実績

•GIS Day in北海道を開催（コミュニティの中心的存在）

•国土交通省、農業関連機関へのGIS/GPS等の講習会を実施

農業と環境分野での協力

•農業環境情報サービスセンターの開設

•酪農大の人材、設備、農場を活用した教育・研究

農業と環境分野での協力

•農業環境情報サービスセンターの開設

•酪農大の人材、設備、農場を活用した教育・研究

2010年4月20日 農機新聞

2009年7月 北海道新聞

酪農学園のGIS関係カリキュラム
（環境システム学部生命環境学科（現在は環境共生学類として新カリキュラムへ移行））

1年次 2年次 3年次 4年次

情報リテラシー基礎 基礎ＧＩＳ 応用ＧＩＳ 環境情報論

情報リテラシー応用 ﾘﾓｰﾄセンシング基礎 環境地理学 空域環境論

データベース基礎 環境フィールド実習 景観生態学
フィールドＧＩＳ・ＧＰ
Ｓ実習

環境統計学 生態システム論実習 知床釧路湿原実習

植生保全実習 生態システム論演習 専門演習

環境調査法実習 卒業論文

実験計画法演習

専門演習



小川准教授
（都市環境・農業リモートセンシング）

金子教授
（環境GIS,）

森教授
（OAシステム、
情報リテラシー）

伊吾田准教授
（狩猟管理学、
GPSテレメ ）

吉田教授
（野生動物管理学、Gap分析）

鈴木准教授
（景観生態学、空間解析）

星野教授
（環境リモートセンシング）

酪農学園大学のGIS関係教員・スタッフ

中谷特任研究員

（農業環境情報サービ
スセンター運営・管理

GIS.RS.情報系研究室４研究室
教員・スタッフ１４名
学生・院生約100名

• ArcGIS キャンパスサイトライセンス
• ErdasImagine、ENVI 、MapInfo、e‐Cognitionなど

酪農学園のGIS機器

GISルーム（PC２５台） PCルーム（PC１４０台）

GISルーム機器構成図 酪農学園のGISミッション
地域に貢献するGIS・データベースの開発及び

空間情報解析による循環型農業、環境保全手法の確立

• 農業環境情報サービスセンターの運営
• 大雪山岳五色ヶ原における植生変動の定量化と変動のメカニズムの解析
• Zigbeeを用いたエゾシカ行動監視システムの開発（森林管理と連携したエゾシカ個体数管理手法に関する研究）
• 油汚染等の海洋生態系への影響評価につながる海域－陸域統合型GISの構築
• ハイブリット通信によるロバストな双方向情報伝達システムの開発
• 東日本大震災被災者支援システム「一心」の開発
• コンサベーションGISコンソーシアムの運営及び情報提供システムの開発
• 釧路湿原自然再生にかかる釧路湿原データセンターの構築
• 知床世界遺産データセンターの構築
• サロベツ湿原自然再生事業データセンターの構築
• 鳥類を指標としたアジア生物多様性データベースの構築
• 農業と野生生物の共生に関する研究
• 北海道の緑の回廊に関する研究（全道・札幌・江別・黒松内）
• 北海道の川と生物多様性の保全に関する研究
• エゾシカの交通事故発生メカニズムに関する研究
• 北方四島の保全に関する研究
• 中国タクラマカン砂漠のタリムアカシカの保護
• インドネシアグヌンハリムン国立公園管理計画
• タイ国地方環境行政支援プロジェクト
• マレーシアサバ州における住民主体型地域開発プロジェクト
• ロシア日本国境隣接地域の環境研究
• Digital北海道研究会の運営
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酪農学園大学農業環境情報サービスセンター

2007年4月
・リモートセンシングセンター設立構想（谷山学長）

2008年8月
・Remote Sensing & Service Center設立構想

（酪農学園大学改革（案））

2009年9月
・国際航業（株）との連携講座の設置

・農業環境情報サービスセンター委員会の設置

＜この間、（財）北海道農業公社、標茶町、JAしべちゃと
も連携協定締結＞

2010年7月
・国際NGOコンサベーション・インターナショナル、

ESRIジャパン、EnVision環境保全事務所とコンサベー
ションGISコンソーシアムの設立に関する協定締結

2011年4月
・農業環境情報サービスセンター発足

【農業・環境分野の情報収集・活用
における課題】

• 行政、試験研究機関、企業がバラ
バラに情報を所有

• 利用者が容易に利用できる形態で
情報提供されていない（技術提供
の不足、共通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの欠如）

• 重複した調査、加工編集をしている
（無駄な費用）

• 国が検討する分野別アウトソーシン
グ事業の担い手の不足

【農業環境情報技術センター設立
による課題解決方策】

• 農業、環境のニーズ・シーズ調査

• 各機関組織の情報を一元管理、ﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑの整備

• 情報の受発信、コンサル機能

• 農業振興・環境保全のための共同
利用施設

• ⇒国のアウトソーシング事業の受け
皿（ビジネス化）

【目的】：農業・環境分野におけるリモートセンシング, GIS（地理情報
システム）, ICT（情報通信技術）等先進的情報技術の実践的活用
に向けた研究及びその成果の普及促進・人材育成。

【目的】：農業・環境分野におけるリモートセンシング, GIS（地理情報
システム）, ICT（情報通信技術）等先進的情報技術の実践的活用
に向けた研究及びその成果の普及促進・人材育成。

農業環境情報サービスセンター
（Information Service Center for Agriculture 

and Environment

農業環境情報サービスセンター

農業生産性向上
鳥獣被害対策
環境負荷軽減

環境保全型農業振興、
関連産業育成による

地域活性化

RS

小型無人飛行機

画像・地形図

用排水施設

作付け履歴

圃場・地籍図

傾斜度等



【農業環境情報サービスセンターの具体的活動内容 】

～1m解像度

～0.25m
解像度

～0.10m
解像度

多種衛星画
像収集

ハイパース
ペクトルセ
ンサ搭載
セスナ、ヘ
リによる情
報収集

UAVによる

精密、短周
期情報収
集

現地固定観測
機器（カメラ、
電子基準点、
気象ロボット
からの情報収
集

データ解析
研究開発

収量、病虫害予測等詳細気象予測

土壌情報（水分、有機物）

解析データの常時配信

人材育成

観測サイト

リーダー養成

研修会、現地指導
GA(ジオ・アグリ)レンジャー育成

情報システム

アーカイブス
データ流通

ダウンロード

データ流通

画像情報の収集

定点観測情報の収集

農業環境
情報センター

農業環境情報を活用を促進
する人材(リーダー)を養成

代表的な組織 組織の特性

組織事例：リモートセンシング・GIS関連組織の事例

【その他】
○（財）リモートセンシング技術センター(RESTEC)
○（財）宇宙システム開発利用推進機構

（J-spacesystems）

【その他】
○（財）リモートセンシング技術センター(RESTEC)
○（財）宇宙システム開発利用推進機構

（J-spacesystems）

【国立大学・私立大学】
○東京大学 空間情報科学研究センター

(http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/)

○千葉大学 環境リモートセンシング研究センター
(http://www.cr.chiba-u.jp/)

○北海道大学 宇宙理工学推進室
(http://www.cris.hokudai.ac.jp/sosse/)

○東海大学 情報技術センター
(http://www.tric.u-tokai.ac.jp/)

○広島工業大学 高度地球環境情報研究センター
(http://suga.ges.it-hiroshima.ac.jp/rcaeei/)

【国立大学・私立大学】
○東京大学 空間情報科学研究センター

(http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/)
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○東海大学 情報技術センター
(http://www.tric.u-tokai.ac.jp/)

○広島工業大学 高度地球環境情報研究センター
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大規模農地を空中写真・衛星画像で管理

各大学

基礎研究・センサ技術・データ蓄積処理

応用研究・実利用

分野横断的 特定分野
RESTEC

酪農大
(農業･環境分野)

J-spacesystems
(資源･環境分野)

サブテーマ（１）（酪農学園大学）

山岳生態系における植生変動の定量化に
関する研究

星野仏方 金子正美 谷内秀久 飯野久江（酪農学園大学環境システム学部生命環境学科）
工藤岳 雨谷教弘（北海道大学地球環境科学研究院）
研究協力者 矢吹哲夫 加藤 勲（酪農学園大学環境システム学部生命環境学科）

１）植生判別と変動地域の抽出
２）植生変動地域の地表面特性の抽出

―大雪山岳五色ヶ原における植生変動の定量化と変動のメカニズムの解析－

July 19, 2007

bamboo

©photo by G. Kudo

Alpine plants (flower)

Global warming 
effects on alpine 

plants

July 20, 1988

Research Background



32年間のチシマザサの面積変化

2009年航空写真
チシマザサ 1977 2009

チシマザサの傾斜方向に対する選好性

選好北東～南東

忌避南～北

95%CI

傾斜方向 面積（㎡） ササ面積（㎡） wi se(wi) Lower Upper 選択性

北東 （22.5－67.5） 26183 5468 1.12 0.014 1.09 1.16 +

東 （67.5－112.5） 27590 6170 1.20 0.014 1.17 1.24 +

南東 （112.5－157.5） 32672 6261 1.03 0.012 1.00 1.06 +

南 （157.5－202.5） 21592 3636 0.91 0.014 0.87 0.94 -

南西 （202.5－247.5） 10555 1779 0.91 0.021 0.86 0.96 -

西 （247.5－292.5） 10019 1583 0.85 0.021 0.80 0.90 -

北西 （292.5－337.5） 14819 2234 0.81 0.017 0.77 0.85 -

北 （337.5－22.5） 22135 3617 0.88 0.014 0.85 0.91 -

バッファ

正規化植生指数(NDVI)と現地植生の対応

チシマザサ分布拡大地(2008)

30年前のチシマザサ分布地

ハイマツ

2009年のフィールド調査地点
Δσ0

Δσ（July 6 –June 19) Δσ（Aug. 21-Aug. 4) Δσ（Oct. 6-Sep. 19 )

チシマザサ拡大予想地域



まとめ

日射量の選好
83（万WH/㎡）以上

斜度の選好
0～20度

斜面方位の選好
東斜面

チシマザサの拡大しやすい微地形タイプ

五色ヶ原の植生変化 1977→2009

・高山草原帯のうち、緩い東
斜面で日射量の多い場所

・チシマザサ:26%面積を増大

・ハイマツ:14％面積を増大

チシマザサの分布拡大

植生面積割合
1977年

植生面積割合
2009年

土壌の乾燥化地点

Zigbeeを用いたエゾシカ行動監視
システムの開発

2008～2009年度総務省戦略的情報通信研究開発推進制度事業

背景
鳥獣被害防除のため、生態や被害のモニタリングが必要

エゾシカによる年間数十億円の農林業被害、自然植生の破
壊、交通事故などが問題

継続的なモニタリング体制の整備が急務
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禁猟

エゾシカによる樹皮はぎ被害
（写真:宇野裕之氏）

エゾシカの捕獲数と農業被害（北海道自然環境課資料）

Zigbee無線を使ったGPS首輪

２０１０年１月２６日北海道新聞夕刊



■エゾシカ■
・継続的な農林業被害
→詳細な生息地利用分析
→農業被害の発生機構？

森林総合研究所・北海道環境科学研究センターとの共同研究 『GIS Day in 北海道2005』 -森と動物そして人 -

夜（18時～5時）

昼（9時～15時）

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

エゾシカの効率的な個体数管理としての管理型捕獲体制の構築を⽬指し
GISを⽤いたエゾシカの捕獲適地の抽出および評価⼿法の検討

✔ 狙撃適地の抽出および評価

✔ 搬出適地の抽出および評価

「森林管理と連携したエゾシカ個体数管理手法に関する研究」
北海道立総合研究機構と酪農学園大学の共同研究

エゾシカの効率的な個体数管理としての管理型捕獲体制の構築を⽬指し
GISを⽤いたエゾシカの捕獲適地の抽出および評価⼿法の検討

✔ 狙撃適地の抽出および評価

✔ 搬出適地の抽出および評価

設定射程距離内における狙撃可能地点を抽出
狙撃可能となる条件
・対象とする森林内であること
・送電線と交差しない
・延⻑線上にバックストップ(遮蔽物となる地形)が存在

設定射程距離内における搬出コストの算出
搬出可能となる経路の条件
・傾斜⾓度30度未満
・往路は平地を優先、復路は平地および下り坂を優先

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

「森林管理と連携したエゾシカ個体数管理手法に関する研究」
北海道立総合研究機構と酪農学園大学の共同研究



狙 撃適地の抽出および評価

設定射程距離100m内における狙撃可能地点を抽出
狙撃可能となる条件

・対象とする森林内であること
・送電線など設置物と交差しない
・延⻑線上にバックストップ(遮蔽物となる地形)が存在

以上の条件＋１００m圏内で狙撃可能な地点を検索。

送電線

バック
ストップ

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

「森林管理と連携したエゾシカ個体数管理手法に関する研究」
北海道立総合研究機構と酪農学園大学の共同研究

林道上に配置した
狙撃起点

林道上100mごとに地点を設定し狙撃起点とする

100m圏内における狙撃目標地点と狙撃ライン

狙 撃適地の抽出および評価狙

「森林管理と連携したエゾシカ個体数管理手法に関する研究」
北海道立総合研究機構と酪農学園大学の共同研究

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

狙 撃適地の抽出および評価

狙撃起点の評価 狙撃⽬標地点の評価

狙撃可能な目標点
が周囲50％以上を

占める狙撃起点が
密集している！

林道からの移動コストの評価

捕獲したエゾシカの運搬を考慮したコストの計算

条件：
✔往路：平地を優先
✔復路：平地と下り坂を優先

搬 出適地の抽出および評価

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

林道からの移動コストの評価



搬 出適地の抽出および評価

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

林道からの移動コストの評価
※評価が⾼いほど移動距離が少ない。
※往路は平地、復路は平地と下り坂はコストが低くなるよう設定。

狙撃可能な目標点
が周囲50％以上を

占める狙撃起点が
密集している！

搬 出適地の抽出および評価

狙 撃適地の抽出および評価

捕獲適地の選出

地形解析によるエゾシカの狩猟管理における捕獲適地の選出

地形解析に加えて・・・・・

✔ 森林までのアクセス

✔ 処分場までのアクセス

✔ 林道沿いの植⽣
管理された
林分(⼈⼯林)

管理不⾜の林
森林の管理⽅法によって
狩猟の可否が⼤きく左右される

WebGISによるモニタリング結果の公開

ArcGISサーバーによる公開

「油汚染等の海洋生態系への影響評価につな
がる海域－陸域統合型GISの構築」

2007年度～２００８年 環境省環境技術開発等推進費

EnVision、環境省とSAG賞を
共同受賞

EnVision、環境省とSAG賞を
共同受賞



GISの新しいトレンド “マッシュアップ”

• インターネット上で地理空間情報(GIS)を扱うサイトが急増している

• GISデータの蓄積が進んでいる

• シームレス（継ぎ目のない）地図（GoogleMapなど）の利用が幅広く
浸透

「異分野（例えば環境と建設、観光と交通）の情報の
重ね合わせ」で新たな情報が生み出されることが期待
できる

様々な情報をインターネットを利用して引用し、新たな１つの情報として
配信すること （GoogleやAmazonなど幅広く利用されている）

マッシュアップとは

マッシュアップ浸透の背景

海域-陸域統合型GISの基本設計

プロジェクトの目的

多岐にわたる空間情報をリアルタイムに重ね合わせ可視化

油汚染などの突発事故の発生時に情報を共有、冷静
で迅速な行動を可能にする

GISで浸透しつつあるマッシュアップ技術を活用

目標

手法

海域-陸域統合型ＧＩＳの構築

海域 - 陸域統合型
GIS

WMS配信

サーバー（外部）

インターネットインターネットインターネットインターネット

WMS配信サーバー

ArcGISServer 9.2 

ArcIMS 9.0(ArcSDE)

を使用

外部Ｗｅｂサーバー(画像配信) 

主にリアルタイムデータ

1回のアクセスで様々な

情報を閲覧（ダウンロー
ド）可能

KMLネットワークリンク

GoogleMap上にマッシュアップ

KML配信

サーバー（外部）

海域-陸域統合型GISシステムの構造



海鳥分布予測

（出典：北海道環境科学研究センター）

油汚染鳥類発見位置
（出典：日本野鳥の会オホーツク支部）

沈没船位置（サンプル）

陸域海域統合型GIS

http://e-pirica.env.gr.jp

港湾施設および港湾施設の出口

空中写真(WMSによる配信)

出典：環境省

油汚染鳥類発見位置（GPS携帯通報データ）

出典：日本野鳥の会オホーツク支部

「ハイブリッド通信によるロバストな双方向
情報伝達システムの開発」の紹介と今後について

2013年7月1日 江別市消防本部

酪農学園大学 金子正美、小川健太、田中克佳、福田潤

消防防災科学技術研究推進制度
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C.背景図セット

D.受信状況

B.自局ステータス

A.地図操作

携帯＋無線



3.ハイブリット通信システムの開発

49

A隊の情報
A→本部
A→C,E,D→B

B隊の情報
B→C→本部
B→C→E,A→D

C隊の情報
C→A,B,E→D
C→本部

D隊の情報
D→A→本部
D→A→C,E→B

E隊の情報
E→本部
E→A,C→D,B

※情報伝達にかかる時間
ノード数×更新間隔

圏外
圏外

A隊

B隊

C隊

D隊

E隊

デジタル無線通信

インターネット通信

各隊の 新の位置情報共有 概念図

本部

ハイブリット通信プロトタイプシステム 機器構成

活動イメージ

操作端末

通信機器一式
（GPS、デジタル簡易無線機）
バッテリー

Bluetooth接続

13

アンテナ

ＧＰＳ

デジタル
簡易無線機
(350MHz 出力 5W)

バッテリー

シリアル‐
Bluetooth
変換機

PC（Window7, 8）
タブレット対応マシン

機器構成

ハイブリット通信プロトタイプシステム 画面構成

14

C.背景図セット

D.受信状況

E.接続

B.自局ステータス

A.地図操作

番号 機能 説明

A 地図操作 拡大、縮小等の地図操作 （機能を選択し、地図画面をタッチして操作）

B 自局ステータス 自局の状況（移動中、現場到着、活動中など）地図および相手に通知

C 背景図セット 背景に利用する地図、5つまで選択可（GISデータをそのまま背景図に利用可、入れ替え可能）

D 受信状況 各通信送受信状況 （正常動作は青、異常動作は赤で表示）

E 接続 無線への接続/切断、KML形式での公開サーバーへの接続/切断

ArcGIS Engineを
用いて開発

実証実験 現場の様子

16

救助活動を想定した消防隊員の行動に大学スタッフ・学生が随行し、
電波の入りづらい沢の中で操作性、位置情報表示を検証

消防隊員も交えてハイブリット通信システム 操作方法を説明

2013年2月7日 野幌森林公園

当日の天候は雪、気温は-2℃～-4℃



実証実験結果

53

中標津暴風雪 出動隊員からも

54

位置情報の分かる発信機を持つなど
二次災害の防止策も。。。

小型無人飛行ロボット マイクロドロンズの活用 低高度リモートセンシングの活用

・低高度リモートセンシングのニーズ
高頻度、簡便、低コスト

現状：専門性が高い

ユーザ支援システムの必要性

姿勢センサ、制御技術等の発展

+

新しい無人プラットフォームの活用
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基本的な空間情報取得機能の試行

UAVによる基本的な農地の空間情報取得機能（数値地形モデル
やオルソ画像の作成）を確認するための試験撮影を実施

約300m×200mの水田を対象として高度150mのコース撮影を計
画（下図の赤いライン）

専用ソフト上でプログラムし、機体にアップロード

飛行計画 飛行結果

001  02:34:57  74.499    +43.07937205 
+141.51845553  85.1  6.9 m

IMGP0061

マメ科とイネ科牧草の判別（高度６．９ｍ）

マメ科牧草
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数値地形モデルの作成例

撮影したステレオペアからステレオマッチング技術を用いて数値
地形モデルを作成

酪農学園大学、(株)フォテク、国際航業(株)

釧路湿原へのシカの侵入

60



シカの足跡をカウント
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つなぐ（つながなくてはならない）時代へ

組織をつなぐ

人をつなぐ

ハードをつなぐ

ソフトをつなぐ

技術をつなぐ

地域と地球をつなぐ

1. Being together （一緒にやろう）

2. Sharing （分かち合おう）

3. Learning （学んでいこう）

4. Building Relationship （仲間を作ろう）

5. Having fun （楽しくやろう）

GISの未来を創造するにあたって・・・・・

Build locally, Share globally！
(地域で作ったものを世界で共有しよう)


