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1. はじめに
人類の人口増加によって、地球の環境は急激な変化をもたらし、結果的に資源の枯渇などにつながる地球
規模の問題（Global Issues）を引き起こしている。たとえば、野生動物に対しては、生息域の破壊や分断に
よって個体数が激減する種も多く、哺乳類 5,674 種
のうち 25％が絶滅危惧種とされている。人間が野生
動物といかに共存していくかは、持続可能な開発を
考えるうえでの重要なテーマとなる。加えて、人間
を特徴づける行動やその進化の過程を理解するう
えで、人間と特に遺伝的に近縁なチンパンジーやゴ
リラなど大型類人猿の生物学的及び社会学的側面
についての研究が極めて重要となるが、大型類人猿
は絶滅危惧種であり、人間本性の科学的な理解をも
困難にする可能性がある。
図 1 ボッソウのチンパンジー
本計画では、哺乳類 200 種類が生息する生物多様
性のホットスポットのひとつであるアフリカのギニ
ア共和国、南東部のボッソウ村周辺を対象地域とし
た（図 1；Matsuzawa et al. 2011）
。人類の開発によ
って森が破壊され、孤立してしまった野生チンパン
ジーの生息域と近隣の広大な森とを植林でつなぎ、
チンパンジーたちが往来できるようにする植林活動、
「緑の回廊」プロジェクトが 1997 年よりおこなわれ
ている（Matsuzawa et al. 2007 ）
。これまでの活動
によって緑被回復手法（通称、東屋方式）を確立し
た（図 2； Morimura et al. 2011）。この「点の緑
被」を効率的に「線の緑被」に展開させるには、精
図 2

緻な土地利用図は欠かせないが、当地には使用に耐
えるも

緑の回廊での植林

のはない。そこで本研究では、無人航空機を使って簡易に広域の
精緻な土地利用図を作成し、これを使った効率的且つ効果的な
緑被回復手法の体系化を図ることを目的とした。
2. 方法
対象地域：ギニア共和国ボッソウ村からニンバ山までの幅 2km・
長さ 7km を調査した（図 3）
。このうち、ボッソウおよびニンバ
山は UNESCO-MAB の生物圏保存地域に指定されており、チンパン
ジーをはじめとする野生動物とその生息地となる森林の保護区
となっている。この地域を代表する絶滅危惧種のチンパンジー
は、ボッソウの森には 7 個体、ニンバ山には推定 100～300 個体
が生息している。
データサンプリング：無人航空機（DJI 製 MavicPro）1 機をも
ちいて、ボッソウ村からニンバ山までの地域で空中写真を撮影
1

図 3

調査地域
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した。2017 年 7 月から 8 月、12 月から 2018 年 1 月に現地調査をおこなった。また、同機にマルチスペクト
ルセンサー（Parrot 製 Sequoia）を搭載した撮影も実施した（図 4）
。ただし、マルチスペクトルセンサー
の撮影には現地では対応困難な技術的問題が生じたことから、本分析からは除外した。
なおデータ収集にあたっては、ギニア行政機関より許可を得て実施した。
モデル解析：収集した空中写真は、Multi View 3D reconstruction 処理ソフトウェア PhotoScan（Agisoft
製）を使用して処理をおこない、オルソモザイク画像および数値標高モデルと数値地形モデルを作成した。
森林や植林の面積および体積は、ArcGIS Desktop 10（ESRI 製）および追加ツールであるジオメトリ変換ツ
ールを使用して処理した。なお、森林および植林地では広葉樹が優先しているが、枝葉は樹冠下部まで広が
っていることから（図 5）
、円錐形ではなく円柱形と仮定して算出した。

図 5

図 4 Sequoia 搭載ドローン

植林の樹冠形状

3. 結果
3.1 オルソモザイク画像を活用した森林保全と行政連携
PhotoScan を用いた処理によってボッソウ村から
ニンバ山まで、幅 2km 長さ 6.5km のオルソモザイク
画像を得た（図 6）
。ボッソウ村とニンバ山の間には
サバンナが広がり、緑の回廊の植林活動はこのサバ
ンナを森林へ復元することを最終的な目的として
いる。本研究によって、植林地がボッソウやニンバ
山の森と接続する地域の現状を詳細に知ることが
できるようになった。
ギニアは、国連が定める後発開発途上国のひとつ
であり、最貧国である。そのためにインフラが未発
達で、森林保護区を監視するために不可欠な地図や
衛星写真を利用することができなかった。森林管理
官としてエコガードがパトロールをおこなうが、
歩いて広域を監視することは困難であり、結果と 図 6 ボッソウからニンバ山までのオルソモザイク画像
して保護区内での違法耕作が横行している（図 7）
。
（2017 年 7 月撮影）
現状では、本研究で得られたオルソモザイク画像
が、第三者と共有可能なかたちで、俯瞰的に保護区
内の違法耕作地を確認するための唯一の手段とな
っている。2017 年 7 月、ドローンによって撮影し
た画像の分析によってボッソウ村の森林保護区内
で新たな違法耕作地が見つかった。研究対応機関
であるボッソウ環境研究所を通じて森林局へ報告
し、行政による違法耕作をおこなった人物の特定
と指導が進んでいる。
図 7

保護区内に広がる違法耕作地（茶色）
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3.2 緑の回廊植林地の地理モデル解析
緑の回廊の活動地域（約 400ha）のなかで、重点的
に植林をしている所（植林地域 64.7ha）とそうでな
い所（非活動地域 46.5ha）がある。ArcGIS を用いた
処理によって両地域における森林の面積と体積を推
定した。非活動地域の森林面積は約 1％であるのに
対して、植林地域では約 5%であり、森林の２次元的
広がりに違いが見られた。さらに森林の体積では、
非活動地域では約 300 ㎥であるのに対して、植林地
域では約 4900 ㎥だった。両地域を比較すると、類似
した環境にある緑の回廊活動地域であっても、植林
を重点的に進めてきた地域で森は広く・高く広がっ
ていることが明らかとなった。
図 8

緑の回廊の活動地域間の比較

（2018 年 1 月撮影）
4. 考察
本研究により、ギニアにおけるドローンを用いた森林測量と保全への実践に一定の目処がついた。まず技
術的な要件として、ギニアでドローンを運用することが十分可能であることを確認した。熱帯では雲が衛生
画像に映り込み解析に利用できない場合が多いのに対して、ドローンは曇天でも空中撮影が可能である。そ
の他にも、安価に撮影を繰り返し実施できること、ギニア研究機関や行政組織へも技術移転が容易であると
いう点で、森林保全のための重要な道具となり得る。
次に、オルソモザイク画像を利用して、地上の踏査では発見が困難な違法耕作地を検出し、その画像を行
政組織で共有することで、森林保全管理の基盤的情報として活用できることを確かめた。ドローンによる低
空撮影によって、森林の下生えの状態も確認できる。コーヒーを違法に保護区で作るとき、湿潤を好む苗木
が十分に生育するまでは高木は残しておく。数年して苗木が大きく成長すると、林床の日当たりを良くする
ために皆伐する。オルソモザイク図では、伐前の林床で苗木を育てている段階で違法耕作を見つけ、行政機
関に通報できるため、オルソモザイク図の定期的な更新によって森林破壊を未然に防ぐことを期待できる。
さらに、植林をおこなっている緑の回廊活動地域では、森林の面積及び体積の測定をおこなった。植林地
の定量的解析はこれが初めてのこととなる。1997 年から植林活動を開始し、2008 年に「東屋方式」と呼ばれ
るサバンナにおいて、チンパンジーが好む実をつける森林性の樹木を植林する技術を確立した。さらに１０
年かけて、年間 2 万本の苗木を 2～3ha の範囲で植林する運営形態を整えた。しかし、これを継続するだけで
は、森林破壊のスピードに植林のスピードが追いつかず、サバンナに森林を復元することができない。効果
的な植林をおこなうために、どの場所に苗木を植えるかの意思決定に地理モデル解析が不可欠である。本研
究により、解析に必要なデータを収集することができた。今後、さらに解析を進めて高効率な植林システム
を構築する。
当初の目的ではマルチスペクトルセンサーによる植生解析をおこなうこととしていたが、技術的課題によ
って十分なデータを得ることができなかった。この問題はすでに解決し、センサーの正常に作動しているこ
とから、今回オルソモザイク図を作成した地域で植
生解析をおこなう計画である。
5. まとめ
本研究は、ドローンによる森林保全管理、特に高
効率の植林システム構築のための地理モデル解析を
目的とした。蓄積が十分にないこともあり本年度の
成果は予備的な段階にとどまっている。それでもボ
ッソウからニンバ山の地域で、絶滅危惧種のチンパ
ンジーを保全するための森林保護区の管理を実践す
るうえで要となる基本的問題を確認かつ解決する

図 9
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ニンバ山の野火
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ことができた。世界自然遺産のニンバ山では数年に 1 度という高頻度で違法な人間活動によって大規模な草
地や森林火災が起きている（図 9）。その野火による消失規模や野火の侵入ルートなどの解析は全く手つかず
である。同様に、緑の回廊の植林地域でも同様の理由で野火が侵入し、森林の復元を妨げている。一見、ま
ったく異なる問題といえるが、保全管理手法は基本的には同じである。平時からの森林モニタリングとその
定量的解析を実施し、違法耕作地や野火による被害規模を定量化し、情報共有と行政との連携によって問題
解決を図る必要がある。こうした人間活動によって失われた森を復元することで、野生動物の生息地が分断
され、孤立個体群が少子高齢化の果てに絶滅することを防ぐ必要がある。本研究を推進することで、ギニア
の熱帯雨林に生息する多様な動物を保全する包括的保全管理に貢献する。
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