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Biodiversity in traditional farmlands has been associated with the habitat heterogeneity of farmlands and seminatural lands at small scales. However, urbanization, loss of habitat heterogeneity caused by farmland
modernization and abandonment of cultivation diminish biodiversity. We evaluated indices for the habitat
heterogeneity of agricultural areas using National Land Numerical Information. We used the Land Use Tertiary
Mesh（LUTM）and the Land Use Fragmented Mesh（LUFM）from the National Land Numerical Information. The
LUTM consists of data on surface area according to usage classifications（rice paddies, fields, orchards, forest,
waste area, building use, trunk transportation land, lakes, rivers, etc.）in tertiary mesh units（1 km meshes）
, and
LUFM consists of land use data in a tertiary mesh subdivided into one-tenth units（100 m grids）
. The indices
evaluated were following three:（1）SI, which is a product of diversity index for non-urban land use and proportion
of natural lands.（2）Local diversity, which is the average of the values of non-urban land use types for the
bordering eight zones.（3）Forest edge paddy, which is the sum of paddy zones bordering forests. Forest edge
paddy detected mosaic landscapes and obtained the highest true discrimination rate for the presence/absence
estimation of Hynobius nebulosus. SI tended to show high values in zones that included rivers and lakes.
Keywords: Biodiversity, GIS, Landscape, Rice field, Satoyama

はじめに

少や劣化であることから、土地利用やランドスケープの変

生物多様性の指標として、特徴的な種の分布の変化や

化が注目されている 18）。そして、農業の近代化によって、

チョウのような調べやすいグループの種数などがよく用い

様々なスケールでの生態学的多様性が消失し、広い範囲の

られる。しかし、生物調査は多少とも熟練を要し、時間も

分類群で生物多様性が減少している 17）。

必要である。一方、生物の分布が、気候や地形などととも

しかし、生物を広い範囲で定期的に調査することは大変

に、土地利用によっても影響されることはよく知られ、生

である。そこで、生物そのものに変わる指標として、土地

息地モデルや分布モデルに利用されてきた

19）

。農業生態

系においても、生育場所の多様性が重要だとされる

17）

。

また、生物の絶滅の最大の原因のひとつが、生育場所の減
1
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利用や土地被覆の変化が指標として用いられている。イギ
リスの Countryside Information System では、1km 四方
の単位で土地被覆や景観構成要素のデータが集積され、定

甲賀市みなくち子どもの森自然館
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期的に更新され、変化を把握することができる。わが国で

が示されたデータである。現在、1976 年、1982 年、1991 年、

も、農業技術環境研究所で農村景観情報システム RuLIS

1997 年、2006 年のデータが公表されている。土地利用分

というシステムが開発されている。このシステムは、気象、

類は年度によって異なり、1976 年の畑、果樹園、その他

土壌、地質、地形、植生、交通立地の因子（106 カテゴリー）

の樹木畑は、1997 年以後はその他の農地とされ、湖沼、

を用いて 3 次メッシュ（約 1km 四方）を 60 種類のクラス

河川地 A、河川地 B は、河川地及び湖沼に、建物用地 A

1）

に区分するものである 。

と建物用地 B は建物用地とされている。逆にゴルフ用地

環境省は、わが国の生物多様性を支える特徴的な土地利
用として、里山をあげている。里山には多様な定義がなさ
6）

は 1976 年には無く、その他の用地に含まれていたと考え
られる（表 1）。本研究では、田、その他の農用地、森林、

れ、樹林部分だけを里山とすることもあるが 、概して、

荒地、河川地及び湖沼の 5 種類を非都市的土地利用として

樹林と水田、畑が入りくんだランドスケープに特徴付けら

解析に用い、建物用地、幹線交通用地、その他の用地およ

9）

れる 。

びゴルフ場は都市的土地利用とみなして解析に用いなかっ

ランドスケープとしての里山の地図化は、小スケールで

た。田、その他の農用地、森林、荒地、水域の 5 種類の面

は、ドイツのビオトープ地図の方法を用いた例（一ノ瀬ら

積を 3 次メッシュごとに合計した後にそれぞれの土地利用

2）

2008）があり 、流域スケールでは、地形や土地利用図に

の面積率を求めた。SI は、これら非都市的土地利用 5 種

もとづいて、特徴的な地形や土地利用の組み合わせを抽出

それぞれの面積率からシンプソンの多様度指数 24）を求め、

した研究がある 7, 8, 11）。さらに、世界規模での生物多様性

その値に、メッシュ内の森林と荒地、水域の面積が占める

の指標として、Satoyama Index, SI を提案されている

19）

。

SI は、
1km グリッド土地被覆データを用い、36 グリッド（6
x 6 グリッド）の非都市的土地被覆の多様度指数

23）

割合をかけて求めた。
土地利用細分メッシュデータは、
（株）エコリス（仙台市）

を求

提供の国土数値情報の土地利用細分メッシュラスタ変換

めた後、36 グリッドのうち非都市的土地被覆の割合をか

ツールを用いて、ラスタ化した後に、EARDAS imagine

けた値である。

ver 10（Intergraph, Norcross, GA, USA）によって、森林

しかし、SI は、集計範囲内の異なる種類の土地利用の配

と水田の境界の抽出および土地利用の局所多様性を求め

置にかかわりなく、割合のみで値が決まるため、都市化に

た。森林のセルの 8 方向に隣接する水田のセルを境界とし、

よる生息場所の分断を過小評価する恐れがある。本研究で

森林と水田の境界セル数を 3 次メッシュごとに集計し数値

は、全国スケールで公表されている地理情報システムデー

情報林縁水田指数とした。土地利用の局所多様性は、対象

タを用いて、小範囲でモザイク状の土地利用が形成されて

となるセルとその周囲 8 セルのうち対象セルと異なる土地

いる地域を抽出する方法を開発することを目的とする。

利用の種類数とした。3 次メッシュ当たりの平均値を求め、

方法

表1

解析対象地域は滋賀県とし、滋賀県域で湖面を除く 3 次
メッシュ 3512 個について指標値を求めた。指標値は、SI
以外に、個々のグリッドに隣接するグリッドの種類数であ
る局所多様度、森林と水田の接線長である林縁水田長を求
めた。また、国土数値情報より解像度の高い全国規模での

国土数値情報の凡例

1976
田

1997/2006
田

畑
果樹園

その他の農用地

その他の樹木畑
森林

森林

土地利用情報として、自然環境保全基礎調査の植生図を用

荒地

荒地

いて林縁水田長と谷津田面積を求めた。

湖沼

地理情報は、国土数値情報のメッシュ土地利用ならびに
土地利用細分メッシュ、自然環境保全基礎調査の 1/50,000

河川地 A

河川地及び湖沼

河川地 B
建物用地 A

建物用地

建物用地 B

－

メッシュ土地利用は標準メッシュの 3 次メッシュ（緯度

幹線交通用地

幹線交通用地

×経度）ごとの土地利用面積データであり、細分メッシュ

その他の用地

植生図を用いた。なお、すべて日本測地系に統一した。

は 3 次メッシュを縦横 10 分割した区画の中心の土地利用

その他の用地
ゴルフ場
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局所多様度とした。

― ―

には R 2.14（The R Foundation for Statistical Computing,

1/50,000 植生図は 1987-1988 年に調査された植生図を最

Vienna, Austria）を使用した。

終的に 1998 年に修正したものである。これを 1997 年の数
値情報と比較するために用いた。地域によって凡例が異な

結果

るなどの問題があるが、本研究では、森林、水田、その他

指数間の比較

農地、草地および伐採跡地に再分類し、それ以外の土地利

国土数値情報のメッシュ土地利用による SI と数値情報

用は解析に用いなかった。なお、水田には水田雑草群落の

細分メッシュデータによる局所多様度の間には高い相関関

放棄水田も含めた。植生図は、凡例を統合した後に、ポリ

係（r = 0.796）が得られた（表 2）。しかし、両者による

ゴンデータを 10m セルのラスタデータに変換した。森林

評価が大きく異なるセルも多数見られた。SI と他の指数

のセルの 8 方向に隣接する水田のセルを境界とし、森林と

との相関係数は低かった。局所多様度と細分メッシュによ

水田の境界セル数を 3 次メッシュごとに集計し植生図林縁

る林縁水田との間の相関係数も高く（r = 0.737）、数値情

水 田 指 数 と し た。 解 析 に は ArcGIS 10（Esri, Redlands,

報と植生図による林縁水田の間も比較的高い相関関係が認

CA, USA）を用いた。

められた（r = 0.810）。また、植生図による林縁水田と谷
津田指数の間にも高い相関関係が認められた（r = 0.913）。

里山の指標種と考えられるサシバの生息に谷津田が重要
であることが知られている

13, 22）

これらの指数を図化して比較した（図 1）。各指数とも、

（松浦ら 2002; Matsuura

et al. 2005）。そこで、植生図から谷津田の抽出を試みた。
14）

上位 10%の値を示したメッシュを黒色、20%までを灰色で

方法は三橋ら（2008） を応用した。谷津田は両側を森林

示した。SI（A）では、高い値のメッシュが県内全体に分

に挟まれた細長い水田だと定義できる。そこで、森林から

散する傾向を見せた。また、河川に沿って、高い値を示し

外側に一定の幅のバッファーを発生させ、次にバッファー

た。他の指数では、県南部の甲賀市と琵琶湖南湖の西側で

の外縁をバッファーと同じ距離だけ内側に後退させると、

ある大津市西部に集中する傾向が見られた。その傾向は植

バッファーの幅の 2 倍以下の幅を持つ森林の凹部が残る。

生図にもとづく指数で特に顕著であった。

そこからもともとの森林と重なる部分を除去すると凹部の

経年データのある国土数値情報によって、指数の変化を

みが残される。凹部のうち水田である場所を谷津田として、

見ると、1976 年と 2006 の間で SI と林縁水田の平均値は

そのセル数を 3 次メッシュごとに集計して、谷津田指数と

それぞれ 20.4％と 22.8％減少したが、局所多様度の平均値

した。

は 3%増加した。各指数の変化とメッシュ内の土地利用面

カスミサンショウウオの分布は、著者らによる未発表

積率の変化との間の相関係数は小さいが、SI はその他農

データを用いた。滋賀県内で分布が確認された 3 次メッ

地と都市的土地利用と正の相関関係を示し、局所多様度は、

シュ 70 メッシュと見つからなかった 266 メッシュを用い

水田とその他農地と正の相関を示した（表 3）。

て、各指数による分布予測を試みた。在不在の分布予測モ

カスミサンショウウオの在不在を予測する説明変数とし

デルは、ロジスティック回帰とし、各指数のみを説明変数

ては、植生図林縁水田指数が最も優れており、AIC が最

とする単回帰式とした。モデルによって生息確率が 0.5 以

小（123.62）で正判別率が最大（89%）であった（表 4）。

上と推定されたメッシュを在メッシュ、それ未満のメッシュ

次いで、植生図谷津田指数、数値情報林縁、局所多様度、

を不在メッシュとして、実際の分布と比較した。説明変数

SI の順であった。

としての優位性の比較は、AIC と正判別率を用いた。解析
表2
SI

指標間の相関係数
局所多様度

数値情報林縁水田

局所多様度

0.796

数値情報林縁水田

0.559

0.737

植生図林縁水田

0.576

0.697

0.810

谷津田指数

0.497

0.577

0.691

植生図林縁水田

0.913
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A

B

C

D

指標値による地図表示、黒色は上位 10%、灰色は 20%のメッシュ
A: SI、B: 局所多様度、C: 数値情報による林縁水田、D: 植生図による林縁水田

1976 年から 2006 年までの指数と土地利用面積率の
変化間の相関係数
SI

局所多様度

林縁水田

水田

0.138

0.368

-0.082

その他農地

0.239

0.311

-0.009

森林

-0.165

-0.202

0.137

荒れ地

0.060

-0.075

-0.029

水面

-0.105

-0.234

0.003

都市

0.214

0.142

-0.160

表4

カスミサンショウウオの分布を説明するモデル選択
AIC

正判別率

SI

217.81

0.733

局所多様度

194.83

0.805

数値情報林縁

174.60

0.763

植生図林縁

123.62

0.890

植生図谷津田

153.79

0.856

AIC の値が小さいほど、優れたモデルと考えられる
正判別率は生息確率の閾値を 0.5 とした

数値地理情報による里山の地図化（夏原由博、河瀬直幹）

考察
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の分布を説明するモデルを提案した。この方法を利用すれ

同じ土地利用データに基づく土地利用の多様度指数で

ば、幅広いタイプの生息環境を地理情報に基づいて評価す

あっても、SI と局所多様度のように、指数を求める解像

ることができる。しかし、依拠している植物の分布情報が

度によって、評価が異なった。スケールは生態学の重要な

10km 単位であり、具体的な保全地区の計画には粗すぎる。

関心事のひとつであり、研究範囲と解像度が、得られる結

もうひとつの問題は、低地の水田や水路を利用する生物に

果を大きく変えることが知られている

21, 23）

。流域から都道

とって、水路のコンクリート化やポンプによる強制排水が

府県スケールでは、具体的に保全地区を線引きできる数百

最大の脅威となっていて、地形や土地利用などの地理情報

m から数 km の範囲で評価できる必要があり、同時に、実

によって、生息地として高く評価された場所でも実際には

際の生物の分布を説明できる解像度が求められよう。

生育できていないことである。

里山の希少種であるカスミサンショウウオの場合には、

生物の分布を決定する要因は、スケールとともに相対的

生息適地を推定する生息適地モデルが提案されており、重

な重要性が変化する 11）。国土スケールでは、里山は気候

要な説明変数として、水田と森林の境界長が挙げられてい

条件によって決まる二次林タイプによって分類される 5）。

る 15）。今回の比較でも、高い正判別率が得られた。アン

それぞれの里山タイプの中で、地形によって決まる異なる

ブレラ種としてのサシバは、幅 150m 程度の谷津田を好む

水文環境が分類できる。さらに、人の営みによてもたらさ

22）

れた土地利用の違いや水文環境の変化を把握するという段

（Matsuura et al. 2005）あるいは水田と森林の接線長と

相関が高いことが知られている

16）

。また巣から半径 500m

程度の環境条件による説明力が高いとされる

13）

。解像度

がほぼ 100m である細分メッシュ土地利用では、幅 150m

階を経て、生物多様性の評価を得ることができる。そうし
た階層的な評価の仕組みと各段階で必要な地理情報の整備
を検討することが重要な課題である。

の谷津田を抽出することは難しいが、谷津田密度と水田と
森林の接線長の間には相関があり、後者によって予測可能
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