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資料 1 データ収集を効率化するツール

資資料料11  デデーータタ収収集集をを効効率率化化すするるツツーールル  

市民参加生き物調査においてデータ収集を効率的に行うことは、事務局となる行政担当者

の負担を軽減するための大きなポイントです。ここでは、データ収集を効率化するツールと

して、インターネット上の地理情報システム（ ）を用いて生物データの収集・管理を

一元的に行う仕組みについて取り上げます。

生物調査における は、 機能付きのスマートフォン等で生物の写真を撮影するな

ど、現地から専用のウェブサイトへ情報を投稿すると、その記録が日時や緯度経度情報とと

もに自動でデータベース化されて地図上にリアルタイムで表示される、といったものです。

近年のソーシャル・ネットワーキング・サービスにみられるような情報通信技術の発展や普

及を背景に、市民参加生き物調査においても の利用が拡大しています。専用ウェブ

サイトを事前に登録した特定調査員、又は市民誰もが利用・閲覧できるようにすることで、

インタラクティブに情報収集・結果の共有ができるほか、データ整理に係る事務局側のコス

トを大幅に削減し、入力の際に転記ミス等が発生する可能性を抑えることができるというメ

リットがあります。

ここでは、 を用いた市民参加生き物調査について、自治体での取組例として大阪府

堺市の「堺いきもの情報館『いきもの発見報告』及び『いきものマップ』」を、加えて世界

的な生き物情報収集の例として「 」を紹介します。

なお、国内では、環境省生物多様性センターが運用する「いきものログ」という生物情報

収集・提供システムがあります（ ）。個人で行う生き物観察情

報の投稿の他に、「一般団体の調査」としてグループ内のメンバーで使う枠組みが用意され

ており、これをツールとして利用して自治体での市民参加生き物調査を実施することも可能

です。
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資料 1 データ収集を効率化するツール
資料 1.1 自治体における WebGIS の活用例：大阪府堺市

 

資資料料11..11  自自治治体体ににおおけけるるWWeebbGGIISSのの活活用用例例：：大大阪阪府府堺堺市市  
堺市では、「生物多様性を�えるWEBサイト「堺いきもの情報�」」を��し、当�サイト

へ市民が「いきもの発�報告」を�うと「いきものマップ」に反映されるかたちのWebGISを

用いたマス参加型での市民参加生き物�査が�われています�事例紹介No.6参照�。 

他�治体での�似の事例と比�して、地図が操作しやすく動作がスムーズである点が特

徴です。堺市役所本体のウェブサイトではなく、「堺いきもの情報�」として独立したウェ

ブサイトであることがその理由として�えられます。 

 

1)「いきもの発見報告」をする 
 

ウェブサイトにアクセスして、必

�事��投稿�の名前�ニックネ

ーム可�、発�日時、生物の名前

等�を�入し、画像ファイルをパ

ソコン上でドラッグ�ドロップ

するだけで投稿が完了する。 

画像データに位�情報が入って

いれば、発�場所の報告は不�。 

位�情報が入っていない場合も、

投稿�が地図上でアイコンを動

かして発�地点を指定できる。 

 

 

 

 

2)「いきものマップ」に反映される  
 

投稿された写真が地図上に反映

され、アイコンをクリックすると

写真やコメントが�られる。 

 

 

 

 

 

出典�堺いきもの情報� 

いきもの発�報告�https://www.sakai-ikimono.jp/report�2020 年 5 月��� 

いきものマップ�http://www.sakai-ikimono.jp/map�2020 年 5 月��� 
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資料 1 データ収集を効率化するツール
資料 1.1 自治体における WebGIS の活用例：大阪府堺市

 

 

 WebGIS を用いる�は、庁内の情報担当�局と�携してシステムの構築を�います。 

 

 マニュアル等を�ずとも直感的に操作できる、簡易でわかりやすい画�とすると、多く

の市民が気�に利用しやすくなります。 

 

 �治体によっては、�政区域における公共施�や�光スポット、ハザードマップ等の地

図情報をインターネット上に公�・提供する WebGIS を既に構築している場合もあるでし

ょう。そのシステムを市民参加生き物�査のデータベースとして活用し、収�した�査

データを地図上に示した生き物マップを作成・公�する方法もあります�事例紹介 No.14、

活用� 3.4 の�ヶ崎市「まっぷ deちがさき」参照�。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

留留意意点点  
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資料 1 データ収集を効率化するツール
資料 1.2 WebGIS を用いた世界的な生き物情報の収集例：iNaturalist

 

資資料料11..22  WWeebbGGIISSをを用用いいたた世世界界的的なな生生きき物物情情報報のの収収集集例例：：iiNNaattuurraalliisstt  
「iNaturalist」は、市民と生物分�の研究�等の専�家を対�とした、地球上の生物多様

性に�する�察��を地図上に共有することができるオンラインのソーシャル・ネットワー

キング・サービスで、カリフォルニア科学アカデミーとナショナル・ジオグラフィック協会

が共同で�っているプロジェクトです。2008 年に米国で大学�生が�発したものが世界中に

広まったもので、現在では世界 240 か国、120 万人以上が参加し、世界中の 3,000 万件の�

察��をマップ上で��することができます。 

生物の種名がわからなくても、写真を投稿すると AI�人工知��がその画像をもとに候�

となる生物をリストアップしたり、専�家等の他のユーザーが意�を寄せる機�があるた

め、生き物�査に不慣れな市民も気�に投稿でき、その情報の信�性もバックアップされる

よう工夫されている点が特徴です。 

また、投稿されたデータは、個人的な�察��や市民同士での情報交換としての性格であ

る「カジュアル」と、学�研究に利用可�な精度の�い情報である「研究用」の 2つのグレ

ードに分けて登�される点も特徴で、研究用グレードのデータは世界の生物多様性情報を共

有する国�的なプロジェクト等で活用されています。 

�治体で独�の WebGIS を構築することが容易でない場合には、こうした既存の生き物情

報の収�ツールを活用することも一案です。 

 

1) 生き物情報を投稿する 
 

iNaturalist のウェブサイト又は

アプリからユーザー登�をする

と、�察した動植物の情報を投稿

できるようになる。 

 

投稿画�で次の情報を入力。 

・何を�察したか� 

・いつ�察したか� 

・どこで�察したか� 

・�察したものの�拠�写真

や�き声� 

※投稿した情報は、��の ID

からいつでも修正できる。 

 

 

 

  

�確���拠���写真�

��声�情報�����

��察��種�登��
�種名������場合��写真�

投稿���見�目��似��候補

種���������������

択���������

��察��日時�
�
��察��場所�
�写真���声�時期�位置情報�

��������自動�登��
�
�位置情報�公���公�

��定�
�
��育�栽培��定�
�
��当�������有無�
��当������������自動

的�������含����
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資料 1 データ収集を効率化するツール
資料 1.2 WebGIS を用いた世界的な生き物情報の収集例：iNaturalist

 

2) 情報の精査が行われる 
 

 投稿した情報は、iNaturalist

のウェブサイトで共有され

る。 

 

 �察��は「カジュアル」ま

たは「研究用」のグレードに

分けられ、研究用の�察��

は研究�が使用するオンライ

ンデータベースに取り上げら

れる。 

 

 右の�価基準をすべて満た

し、かつ情報を��した他ユ

ーザーの 2/3 以上が情報の正

確性に同意すると、「研究

用」として情報が登�され

る。場所が正確でない、�生

の種ではない等と判断される

と、再度「カジュアル」のグ

レードに下げられる場合があ

る。 

 

3) 地図上に反映される 
 

 投稿された写真が地図上に

反映され、アイコンをクリ

ックすると写真やコメント

が�られる。 

 

 登�した種の�細がわからな

い場合、「iNaturalist」に登

�しているユーザーから情報

をもらうことで、種の�別を

�うことができる。 

 

 

 

出典�iNaturalist https://www.inaturalist.org/�2020 年 5 月��� 

�察���https://www.inaturalist.org/observations�2020 年 5 月��� 

ウェブサイトは大�分が����となっているが、スマートフォン用アプリは基本的に日

本�に��されており、�察��を容易に投稿できる。 
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資料 2 調査対象種の設定に関する参考情報
資料 2.1 調査対象種の設定に役立つ参考文献

 

資資料料22  調調査査対対象象種種のの設設定定にに関関すするる参参考考情情報報  

資資料料22..11  調調査査対対象象種種のの設設定定にに役役立立つつ参参考考文文献献  
「2.2.2 �査対�種を�定する」で��した�査対�種を�定する�に、参�となる文献

の一�を� � 2.1 に示します。 

 

表 資 2.1 参考となる文献 

参�となる文献 内容 留意点 

�然環境保全基礎

�査報告書 

約 5年に一度の�度で日本全国の�域、�水域、海

域の�然環境の状況を�査しており、各�査�目

�植生�査、動物分布�査等�ごとに報告書が公�

されている。また、ウェブサイトでは、生物の確�

位�等を「�然環境 Web-GIS」でダウンロード可�。 

参照先�環境省�然環境局生物多様性センターウェ

ブサイト�URL:http://www.biodic.go.jp/ne_rese

arch.html) 

第 1 回�査は 1973 年に実施されて

おり、現在は�治体内で生息・生�

していない古い生物の分布状況の情

報が含まれている可�性がある。し

かし、�然環境の回復状況によって

は、今後再確�される可�性がある

ことから、�治体の�好な環境を指

標する�査対�種として�定できる

可�性がある。 

モニタリングサイ

ト 1000 �査結果 

日本全国に 1000 カ所程度のモニタリングサイトを

��し、基礎的な環境情報を収�しており、ウェブ

サイトにおいて�査結果をダウンロード可�。 

参照先�環境省モニタリングサイト 1000 ウェブサ

イト 

(URL:http://www.biodic.go.jp/moni1000/finding

s/index.html) 

決まった地点での�査であることか

ら、全市的な生物の分布状況を判断

することはできないが、�査対�地

の環境に生息・生�している種を抽

出することができる。 

環境影��価情報

支援ネットワーク

における事例検索 

環境アセスメントの事例が公�されており、�然環

境に�する�査を実施している場合は、その�査で

確�された生物の種名が公�されており、そのデー

タを用いることが可�。 

参照先�環境影��価情報支援ネットワークウェブ

サイト(URL: http://assess.env.go.jp/) 

事業地周�の�定的な範囲での�査

であることから、全市的な生物分布

状況を判断することはできないが、

�査範囲周�の環境に生息・生�し

ている種を抽出することができる。 

市区町村史 

各�治体で発�している市区町村史において、その

地域における�然環境の歴史や概況が��される

中で、�治体内に生息・生�する生物について��

されている場合がある。 

�治体によっては文献が古く、現在

は�治体内で生息・生�していない

生物が含まれている可�性がある。

しかし、�然環境の回復状況によっ

ては、今後再確�される可�性があ

ることから、�治体の�好な環境を

指標する�査対�種として�定でき

る可�性がある。 

当��治体の地域

を対�に実施され

ている�然環境�

査 

【専�業�による委��査】 

各�治体の区域において、委�業�による�然環境

�査が実施されている場合はそれらの結果を用い

ることが可�。 

国や県が実施している�査等、�治

体が発注元でない場合は、発注元の

機�に使用目的を�明し、データ使

用の�可を得る必�が発生する場合

もある。 

【専�の�員等による�査】 

博物�の�員�学�員�や公園の指定管理�等によ

る�査結果を用いることが可�。 

― 

【市民による�査】 

各�治体で活動している NPO 等の市民団体が�っ

ている�査結果を用いることが可�。 

NPO や市民団体の�査結果を使用す

る場合は、各団体に使用目的を�明

し、データ使用の�可を得る必�が

発生する場合もある。 
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資料 2 調査対象種の設定に関する参考情報
資料 2.2 調査対象種を見直す手順と具体例

 

資資料料22..22  調調査査対対象象種種をを見見直直すす手手順順とと具具体体例例  
 

�治体における生物多様性の現状把握のためには、�査対�種が「いた」という情報だけ

でなく、「いなかった」という情報も経年的に把握することで、その環境の状況をより正確

に�価することができるため、基本的には�定した�査対�種の�査を継続することが望ま

れます。 

しかし、その場合にも、�定した種によって目的に応じた結果を得ることができているか

定期的に振り�り、その�直しの必�性を検�する必�があります。 

�査対�種の�直しを検�する�には、まず、現在の�査対�種に係る状況を把握・整理

し、対�種の�加・変更の必�性や方向性を明確化します。その上で、�査の目的に応じた

�点に一�する�査対�種の�定がなされるよう具体の生物種の生態等を�まえた検�を

�い、�査対�種として�さないと判断、もしくはより�した種が確�された場合は、�査

対�種を�加、または変更することになります。 

ここでは、�査対�種の�直しが必�となる状況として、想定されるケースを 7つに分け

て例示しました。 

なお、�査対�種の�加・変更を�うにあたり、環境の変化や、�査方法、�査努力�の

差等により、得られた�査結果が地域の本来の状況を反映できていない可�性もあることか

ら、有��や検�会等に、あらかじめ�査結果の妥当性や�加・変更の必�性を確�するこ

とが望まれます。 
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資料 2.2 調査対象種を見直す手順と具体例

 

地域の環境が変化している場合 

前回�査時から�査��が空き、地域の環境が変化した場合や、継続して�査を実施する

中で徐々に環境の変化が�られた場合には、環境指標性を�点として当初�定した�査対�

種が現在の環境には上手く�合せず、�切な指標とならなくなっている可�性があります。 

このような場合は、変化した環境を�切に指標することができる種の�加や、�さなくな

った種の代替となる種ヘの変更を検�します。 

 

 

表 資 2.2 地域の環境が変化している場合の調査対象種の追加・変更の例 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

環境が改善した 
 
例�現状の�査対�種は樹林環境
に広く生息する種としていたが、
緑地保全が積極的に�われ、�治
体の�然が回復した結果、より�
好な樹林環境を把握するには�
さなくなった。 

 �好な環境を指標する種に変更 
 
例�ある程度の樹林があれば�
市�でも生息可�なコゲラか
ら、�殖の場として�好な樹林
環境が必�なツミに変更する。 
 

環境は変化したが�細は不明 
 
例��丈の低い�地から�丈の�
いススキの��へ環境が変化し
たことは窺えるものの、環境が回
復したのか劣化したのか判断で
きない。 

 変化した環境の�細を検�できる可�性のある種に変更 
 
例��丈の低い�地に生息する
トノサマバッタから、ススキ等
の�丈の�い環境に生息するカ
ヤネズミに変更し、�地環境の
変化の�細把握に努める。 

 

 

 

  

コゲラ →   ツミ 

トノサマバッタ → カヤネズミ 

 

�査対�種は必ずしも変更する必�はなく、元の�査対�種を継続して�査し、生息して

いないという情報を�積しつつ、新たに種を�加することも�えられます。 

 

環境が劣化した場合には、�査対�種の変更は�わず、環境が改善した�の指標となるよ

う同一の�査対�種の�査を継続することも有用です。 

 

環境変化の�細がわからない場合は、有��の指導のもとで現地を確�する等、環境の状

況�体も併せて把握すると�いでしょう。 

 

留留意意点点  
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生息・生育が確認されなかった場合 

当初�定した�査対�種が�年確�されない、もしくはほとんど確�されない場合には、

�査結果を活用しにくいだけでなく、市民の参加意欲の低下にもつながる懸念があります。 

このような場合は、�治体内で生息・生�が確�されている種ヘの変更を検�します。 

 

表 資 2.3 生息・生育が確認されなかった場合の調査対象種の追加・変更の例 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

生息・生�の可�性が低い 
 
 
例��査対�種として�定してい
たものが、�年�査で確�されて
いない。 

 同じ�点を持ち、確実に生息・生�が確�されている別の種に変更 
 
例�生息が確�されなかったア
カハライモリに代わり、成体が
多く確�され、アカハライモリ
と同様の環境�水田やため池等
の止水域�を指標するトノサマ
ガエルに変更する。 

確�が困� 
 
例�個体が小さく�も目立たない
ことから、注意深く探索する必�
があり、�査に手�がかかる。 

 同じ�点を持ち、確�することが容易な別の種に変更 
 
例�個体が小さく、樹林内を注意
深く確�する必�があるコクラ
ンから、同様の環境�樹林環境�
を指標し、個体が大きく樹林内
でも確�しやすいヤマユリに変
更する。 

 

 

  

アカハライモリ → トノサマガエル 

コクラン →  ヤマユリ 

 

生息・生�が確�されなかった種についても、以�の�査で確�された場合は、再度、�

査対�種への�定を検�すると�いでしょう。 

 

同じ�点を有する種であっても、確�可�な時期���期、活動期等�は異なる場合があ

ることに留意する必�があります。 

 

留留意意点点  



146 資料編

資
料
編

資料 2 調査対象種の設定に関する参考情報
資料 2.2 調査対象種を見直す手順と具体例

 

 

種の識別が困難と判断された場合 

当初�定した�査対�種で�同定が多いことが明らかとなった場合には、正確な�査結果

を得ることが�しくなります。 

このような場合は、データの精度を向上するため、�別がより容易な種への変更を検�し

ます。 

 

表 資 2.4 種の識別が困難と判断された場合の調査対象種の追加・変更の例 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

�同定が多い 
 
例��査の結果、�同定が多く�
られる種があった。 

 同様の�点を持ち、�別しやすい別の種に変更 
 
例�ホンドタヌキはアライグ
マ、ハクビシンとの�同定が
多いことから、ホンドタヌキ
と同様に、樹林から�地まで
の�山環境に生息するヒガ
シニホントカゲに種を変更
する。�似種はカナヘビがい
るが�別は容易。 

種名まで絞り�めない 
 
例��似した種との�別が困�な
ため、○○�、○○の一種といっ
た形で�査結果が報告される。 

 種ではなく種�に変更 
 
例�ナツアカネ、アキアカネ、
タイリクアカネ等を種まで分
�せず、アカトンボ�としてま
とめて��する。 

 

 

 

  

ホンドタヌキ → ヒガシニホントカゲ 

アカトンボ� 

 

生物は同じ分��であっても種によって生態が少しずつ異なるため、基本的には、種名を�

�することが大切です。特に、生物多様性の現状�価や保全地域の�定等、施策への活用を

企図した�査ではデータの精度が��されることから、正確に種を�別できる�査対�種

を�定するようにします。 

 

一方で、生物多様性に�する意�啓発を主目的とする場合には、データの精度は必ずしも�

�せずともよいと�えられることから、種の�別が困�な場合は「アカトンボ�」というよ

うに種�単位として�別の�しさを取り�くことで、多くの市民が参加しやすい�査とな

る可�性もあります。 

 

留留意意点点  
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施策が見直された場合 

施策の�直しに伴って�査の主目的が変更となった場合には、新たな�査目的を�成でき

る�点に一�する種への変更を検�します。 

 

表 資 2.5 施策が見直された場合の調査対象種の追加・変更の例 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

施策が�直された 
 
例�初期の施策では生物多様性に
�する意�啓発を主目的として
水域に生息する種を�査対�種
としていたが、施策の�直しに伴
い、水域の中でも保全上の��度
の�いエリアを明らかにするた
め、保全区域の�定を主目的とし
た取組を始める。 

 施策の目的に合わせた種に変更 
 
例�発生期が�く、「多く
の市民が�察しやすい・�
別しやすい」という�点に
一�するギンヤンマから、
より�定的な「環境指標性」
を�点として持つハラビロ
トンボに変更する。 

 

 

新たに調査対象種として適した種が確認された場合 

�査の結果、より環境を指標するような種が当初の�査対�種以外に確�された場合には、

新たに確�された種を�査対�種として�加、または変更することを検�します。 

 

表 資 2.6 新たに調査対象種として適した種が確認された場合 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

新たに�査対�種として�した
種が確�された 
 
例�初期の施策では�細な生物デ
ータがなかったため、ある環境の
指標種として一�的に多く�ら
れることの多い種を�査対�種
としていたが、�査を�積する中
で、その環境の中でもさらに�定
的な環境に生息する種が確�さ
れた。 
 

 新たに確�された好�な種に変更 
 
例�生物データの不�により、
図�等の分布から確実に生息
している種として、�地環境の
指標種としてオンブバッタを
�定していたが、�作地やわず
かな��や植え�みにも生息
することがわかり指標種とし
て�さないと判断した。 
そのため、より「その地域に即
した環境指標性」を持つ種とし
て、�地環境の中でも���本
が一定以上の�積で生�する
環境を生息地とするクビキリ
ギスに�査対�種を変更する。 

  

ギンヤンマ →  ハラビロトンボ 

オンブバッタ → クビキリギス 
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調査対象種への関心が薄れた場合 

同じ種の�査に�きた等の意�が参加�から寄せられた、�査対�種への�心の低下が原

因で参加�の人数が減ったといった場合には、収�できる情報数が減少することが懸念され

ます。このような場合には、市民の�心を引き�こすことができるような新たな�査対�種

に変更することを検�します。 

 

表 資 2.7 調査対象種への関心が薄れた場合の調査対象種の追加・変更の例 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

参加�が固定されてきた 
 
例���を対�種としていたが、
�好きな市民しか�まらず、子供
の参加が減ってきた。 

 同様の�点を持ち、多くの人が�別しやすい分��に変更 
 
例�樹林性の種として��のヤマガラやルリビタキを対�としてきた
が、同じような樹林に生息する昆��のノコギリクワガタとヤマトタ
マムシに変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

調査を運営する負担が大きい場合 

季節によっては�政担当�のマンパワーが不�する等、�営の�担が大きい場合に、�査の

実施�体が困�となる可�性があります。このような場合には、�査の�営をしやすくなる

ような新たな�査対�種に変更することを検�します。 

 

表 資 2.8 調査を運営する負担が大きい場合の調査対象種の追加・変更の例 

�加・変更が必�となる 
具体的な状況 

 
�査対�種の変更の具体例 

気候の�い時期は他イベントと
�なり、準備が困� 
 
例�初夏は他イベントが多く、�
政担当�のマンパワーが不�し
がちとなる。 

 同じ�点の種で、別の季節に特化して�られる種に変更 
 
例�同じ樹林性の��と
いう�点での指標種のう
ち、初夏にさえずりを�
くことのできるキビタキ
から、冬季に地�きを�
くことができるウソに変
更する。 
 

  

 

市民の意�を反映する一方で、�査の目的に沿った�査対�種を�定するよう留意しまし

ょう。 

 

留留意意点点  

ヤマガラ   ルリビタキ   

→ ノコギリクワガタ ヤマトタマムシ 

キビタキ  →   ウソ 
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  表表紙紙イイララスストトのの解解説説  

本書の�紙イラストでは、市民参加生き物�査の実�・活用を�じて生物多様性の確保に

結び付くみどりのまちづくりを�めている架空の�市を描いています。 

ここでは、�紙イラストに描かれている環境と生物について、�地・�山、水�地、海岸、

市�地の4つの環境に分けて簡単に紹介します。 

生物は種によって棲む環境が異なるため、環境とセットで捉えることが大切です。この�

�を�し、環境に生き物のイメージを�ねるという感�をつかむことで、�らの地域であれ

ばどのようなタイプの緑地があり、そこにはどのような生物が生息・生�しているか、具体

にイメージする�の一助となることを期待しています。 
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資料 3 表紙イラストの解説
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資料 3 表紙イラストの解説
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  参参考考文文献献等等  

本書の作成にあたり、本文中に出典として明�した以外に参�とした�料は� �4.1に示

すとおりです。 
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