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Ⅱ . 調査結果の処理及び繁殖分布図の作成  

 

 調査結果の処理は、調査員によって記入された所定の用紙を回収し、必要な調

査がなされたかについて確認し、現地調査とアンケート調査の各項目のデータを

データベースに入力した。入力した現地調査のデータとアンケート調査のデータ

を一つにまとめ、繁殖分布図として出力した。調査記録の方法に誤りがあるもの、

調査記録自体が誤りではないかと考えられるものについては、調査事務局で訂正

し、必要に応じて調査員への照会を行なった。  

 
１ .  事前作業  
 現地調査では、調査員によって取りまとめられた鳥類記録用紙、繁殖状況票、

環境調査票の調査資料が返送用表紙と共に、アンケート調査ではアンケート調査

票がそれぞれ調査事務局に返送された。  

 返送された調査資料は、調査用紙がすべて揃っているか、必要な調査がなされ

ているか、記入不足（３次メッシュコード、繁殖ランク、観察コード等）がない

か等について点検した。なおアンケート調査で３次メッシュコードの記入がない

記録については、同封された調査地図をもとにして３次メッシュコードを記入し

た。調査員から届いた調査用紙は受付順に番号を付けてファイルした。  

 
２ .  データベース化作業  
データベースソフトウエアにはマイクロソフト社の Microsoft  Accessを使用し、

表５－１、５－２の項目についてデータベースを作成した。  

 現地調査は繁殖状況票から、アンケート調査はアンケート調査票からデータを

入力した。調査された記録は、３次メッシュごとに１種１レコードとして入力し

た。環境調査票の記録についてもコース番号ごとにデータの入力を行った。  

 

 表５－１ 鳥類調査記録データベースの項目名  

レコード番号  

調査票受付番号  

調査員氏名  

調査日  

1 次メッシュ番号  

2 次メッシュ番号  

3 次メッシュ番号  

調査種別（現地調査、アンケートなど）  

現地調査方法（ロードセンサスまたは定点観察）  

都道府県名  

標高 (低 )  
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標高 (高 )  

種名  

繁殖ランク  

観察コード  

個体数  

協力者名  

備考  

調査協力団体  

 

表５－２ 環境調査票のデータベースの項目名  

 

 

 

 

 

 

受付番号  

調査コース番号  

最高標高地  

最低標高地  

調査員氏名  

調査団体名  

メッシュ番号（ 1 次）  

メッシュ番号（ 2 次）  

メッシュ番号（ 5km）  

調査年  

調査月  

調査日  

林地の割合  

耕地の割合  

草地の割合  

湿地植生の割合  

水域の割合  

裸地の割合  

水系裸地の割合  

その他の割合  

備考  

コース変更割合  

コース変更理由  
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３ .  繁殖分布図作成作業  
 繁殖分布図の作成には ESRI 社 GIS（地理情報システム）ソフトウェアの ArcGIS

を使用した。作図の手順は以下のようなものである。  

①  すべてのデータから繁殖期に該当するレコードだけを抽出した。  

②  ５万分の１地形図の領域に相当するメッシュのレイヤファイルを作成して

ArcGIS に読み込ませた（以下 5 万メッシュと呼ぶ）。なおメッシュ番号は独

自のルールで割り当てた。  

③  データベースの 3 次メッシュ番号からそれに対応する 5 万メッシュの番号を

計算して「種名、繁殖ランク、5 万メッシュ番号」というテーブルを作成した。  

④  ArcGIS に③のテーブルを読み込み、②と③の 5 万メッシュ番号同士をリレー

トさせ、②のメッシュ内に繁殖ランクに対応する丸印を描いた。  

 

 なお繁殖分布図に表示する繁殖ランクは、第２回基礎調査の報告書と同様に、

上位 A、B、C の３ランクとした。なお、同一メッシュ内で同一種について複数の

繁殖ランクが記録されている場合は、最も高い繁殖ランクで表示した。  

 

 A ランク：繁殖を確認した。  

 B ランク：繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある。  

 C ランク：生息を確認したが、繁殖については、何ともいえない。  
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Ⅲ . 調査結果  

 
１ .  調査コースについて  

今回の調査結果は、1998 年～ 2002 年の現地調査と 1997 年～ 2001 年のアンケー

ト調査について集計した。  

現地調査は第２回自然環境保全基礎調査（以下、第２回基礎調査）で調査した

2336 コースのうち 2275 のコースと、新たに設定した 42 コースの計 2317 コース

で実施した。なお、道路の荒廃等の理由で第２回基礎調査と同じコースにおいて

調査できない場合、コースの一部を変更した。  

 

表６ 第２回基礎調査で使用した調査コースの変更割合と新規コース数  

 

コース変更割合 コース数 
全コース数に 

対する割合 

変更なし 1820 78.5% 

0～ 24％  119 5.1% 

25～ 49％  98 4.2% 

50～ 74％  48 2.1% 

75～ 99％  24 1.0% 

全面変更 77 3.3% 

変更割合の報告がなく不明 89 3.8% 

新規コース 42 1.8% 

 
２．繁殖分布図について  
 本調査は第２回基礎調査と同一の調査方法を用いて、できるかぎり同一の調査

コースで調査を行い、この二回の基礎調査の結果について比較検討を試みた。な

お、第２回基礎調査と本調査とで共通するコースは 2275 ヵ所であった。  

 生物の分布調査は、対象種の分布を把握することを目的にして調査が設計され

ているため、個体数が減少していても、その地域から確認できなくならない限り

は分布図に点が示される。そのため、本調査においては、個体数についても一定

の評価をするために、繁殖ランクを情報として付加した繁殖分布図を作成した。

例えば、第２回基礎調査では個体数が多いためにヒナや巣を直接確認できたが、

本調査では個体数が減少したために鳴き声しか確認できない場合がある。このよ

うな場合には第２回基礎調査で Aランクだった繁殖ランクが Bランクに変化する。

このように、繁殖分布図では、分布地点の出現・消滅で表される分布の拡大・縮

小に加えて、繁殖ランクの変化によって個体数についても一定の評価が可能であ

る。  
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３ .  データ件数とアンケート報告地点の偏りについて  
本調査で記録された種名と３次メッシュのセットを 1 件のデータとして数える

と、本調査で得られたデータは、現地調査 140,844 件、アンケート調査 78,080 件

で、その他（文献調査など） 1516 件、合計 220,440 件であった。  

現地調査は各５万分の１地形図に１～２コースが配置されるように設計した

ため、全国から偏りなくデータを集めることができた。しかし、アンケート調査

については、アンケート回答者が頻繁に調査する場所や、観察記録がデータベー

ス化されている場所では多くの情報が得られたが、そうでない場所では情報が少

なく、場所によって情報量に大きな偏りがみられた。図３～図５にアンケート調

査によるデータが得られた３次メッシュの分布を示した。  

アンケート調査においてこのような報告地点の偏りが見られるのはやむを得

ないが、今後、同種の調査を行い、本調査以上に精度の高い情報収集を行うため

には、短期間で鳥類の記録情報を集めようとするのではなく、恒常的に情報を集

めるような仕組みを構築しておく必要がある。  

 

 

図３ アンケート調査で記録報告があった３次メッシュの位置 その１  
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図４ アンケート調査で記録報告があった３次メッシュの位置 その２  
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図５ アンケート調査で記録報告があった３次メッシュの位置 その３  
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４．繁殖分布図の公表と制限  
 

 本調査では、日本における鳥類の生息及び繁殖分布状況の変化を把握するため

に繁殖分布図を作成し、本報告書には全 248 種の繁殖分布図を掲載した。  

 なお、猛禽類などの希少種については、詳細な繁殖分布図の公表により、違法

な捕獲、写真撮影等の「人による直接的な影響」が増大し、対象種の存在が脅か

される可能性がある。そのため、このような種について、本報告書では調査結果

の掲載を制限した。このような種は、自然環境保全基礎調査検討会鳥類分科会で

の検討を経て選定した。  

 

 
５．繁殖分布図の表示方法  
 

本調査結果と第２回基礎調査における種の繁殖分布と比較するため、第２回基

礎調査の分布図と第６回基礎調査の分布図を並べて表示した。なお、第２回基礎

調査では C 以上の繁殖ランクが記録されなかった種についても、第６回基礎調査

で C ランク以上が記録された場合、分布図を作成した。繁殖分布図の背景に使用

した日本地図については島嶼部の名称付きで図６に示した。  

  

繁殖分布図では繁殖ランクを●印の大きさによって表示している。  

 

●   A ランク：繁殖を確認した。  

   

●   B ランク：繁殖の確認はできなかったが、繁殖の可能性がある。  

   

●   C ランク：生息を確認したが、繁殖については、何ともいえない。  

 

繁殖分布図の中には確認メッシュ数が０の種もあるが、これらは、本調査の手

法では確認が難しい種（Ⅳ章３を参照）、個体数が少ない種、日本での繁殖が希

な種のいずれかであるため、第２回基礎調査と本調査の一方で生息、繁殖を確認

できなかった種である。  
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図６ 繁殖分布図作成に使用している５万分の１地図の  

範囲を示すメッシュ（図中点線）と日本地図  
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６．繁殖分布図  
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