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　本誌の読者には改めていうまでもなく，今日社会のあらゆるところで情報通信技術（ICT）

が活用されています．私たちの日々の生活を便利にしたり，生産や流通の現場の効率を改善

したり，安全・安心に寄与したりと，枚挙に暇がありません．本誌でも，これまでに「通信

技術で医療の世界が変わる」（2011 年夏），「グリーン化と IT の関係を考える」（2011 年

秋），「ホーム ICT の新たな展開」（2012 年秋）などの特集で，そのような例をお伝えして

きました．今号では，より広く外に目を向け，「こんなところにも ICT」と題して，ICT，

特に通信が，いろんな場所あるいは意外な分野で活用されている事例を取り上げることにし

ました．

　企画段階において編集委員会で行った意見交換では，記事の候補として様々な事例や面白

いトピックが挙げられました．ただ，「こんなところにも」というだけでそれらを並べるだ

けではまとまりに欠けることから，今回はフィールドで生き物を観測する事例に絞り込むこ

とにしました．日本海の離島・粟島のオオミズナギドリ，インド洋の北東端・アンダマン海

を潜るアオウミガメ，佐賀県の棚田，そして身近な植木鉢と広がりが持てたのは，御多忙の

中御寄稿下さった著者の皆様のおかげです．

　ニーズとシーズがうまくマッチしたところに良い技術は生まれます．今回の特集で取り上

げさせて頂いたのは，私たちが日頃目を向けにくいところにニーズがあり，それを ICT に

よるシーズを使ってうまく解決できている良い事例だと思います．ICT関連業界に閉塞感も

感じられる昨今ですが，ICT を使って新たな貢献ができそうなところが，産業にも，教育・

研究，医療や福祉においても，そして娯楽を含む私たちの日々の生活にも，目の付け所次第

でまだまだありそうです．本特集を通じてあらゆるところへの ICT の浸透を実感して頂く

と同時に，新たな応用を着想される際の参考になれば幸いです．
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 1 まえがき
近年では，国際自然保護連合のRed List（絶滅のお

それのある野生生物の種のリスト） （1）に登録される種は
増え続けており，生物多様性の危機が叫ばれている．こ
のような状況の中，動物の生態系を維持するために，野
生生物の観測の重要性が増してきている．野生生物の行
動は季節の変化などによって変化するため，生態系の変
化を捉えるには長期間の観測が必要となる．しかし，野
生生物の繁殖地は断崖絶壁のように人が足を踏み入れ
ることが困難な場所が多く，従来の人手による観測は生
態学の研究者にとって大きな負担となっている．また，
研究者が繁殖地に足を踏み入れること自体が生態系に
影響を与えるため，野生生物の本来の生態とは異なった
結果が得られるばかりか，成長の妨げや繁殖成功率の
低下を招き，最悪の場合には生態系を破壊してしまう可
能性もある．そのため，野生生物の生態観測という分野
では，一度設備を設置すれば長期的かつ継続的な観測
が可能であること，研究者が観測対象のフィールドに足
を踏み入れることなく自動的にデータを収集できるこ
と，及び，観測対象の行動や変化をリアルタイムに研究
者へ伝えることができること，などの要件を満たすシス

テムが求められており，センサネットワークの利用が特
に切望されている分野の一つであるといえる．
センサネットワークとは，センシング機能付きの通
信端末を実空間に多数配置し，それらの端末により実
空間の状態を観測する情報ネットワークを構築する技
術の総称であり，元々は軍事目的で研究開発されてい
た．センサネットワーク用の代表的な機器として，ア
メリカ国防総省（DARPA）によるマイクロ電子機械シ
ステム（MEMS）の研究プロジェクトで研究されてい
たスマートダストが挙げられる （2）．この研究プロジェ
クトでは，精度の良い高価な測定装置を利用するので
はなく，安価で小形な装置（ダスト＝ちり）を実空間
に多数ばらまくことで，意味のある情報を収集できる
ネットワークを構築することを目的としていた．これ
はセンサネットワークの究極と姿と考えられ，様々な
要素技術（無線ネットワーク，小形な通信端末，など）
の研究が推進されるきっかけとなった．
一方，最近では様々なセンサが開発されており，工場

での品質管理・商品管理，ライフログ，環境モニタリン
グ，生態観測といった，多くの分野にセンシング技術が
適用できるようになっている．特に，民生品（携帯電話，
車，など）で利用されているGPS（Global Positioning 
System），加速度センサ，ジャイロスコープなどのセン
サは大量生産されており，小形化と低価格化が一気に進
んでいる．このようなセンサに通信機能を付加してネッ
トワーク化できれば，人手による観測が困難であった生
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態観測の分野にセンサネットワーク技術を応用すること
ができると考えられている．
本稿では，従来，生態観測に利用されてきたセンシ

ング技術について説明する．次に，センサネットワー
クを生態観測に適用した事例として，筆者らが実施し
ている新潟県粟島における生態観測センサネットワー
クの研究について紹介する．

 2 生態観測の課題とセンサネットワーク
2.1　生態観測のためのセンシング技術
生態観測の分野では，人手による観測（図 1）か，

データロガーを用いたバイオロギングと呼ばれる観測
が主流となっている （3） ～ （7）．データロガーを利用した研
究として，ジオロケータという明るさを記録するデー
タロガーを生物に装着し，機器が記録した日照時間か
ら生物の緯度・経度を推定する方法が提案されてい
る （8）．また，GPSを備えたデータロガー（GPSロガー）
を生物に装着することによって，生物の緯度・経度を
記録することも研究されている （9）．
更に，データロガーを用いることなく人工衛星を利用し

て野生生物を追跡するアルゴスシステムがある （10）．この
システムは，生物に装着した機器が発する電波を衛星が
受信し，ドップラー効果を利用して機器の位置を算出す
ることで，生物の位置を追跡することを特徴としている．
図 2に示すようなこれらの装置を生物に装着するこ

とは，その生物に対して負荷を与えることになるため，
機器の軽量化が重要な課題となっている（表 1）．また，

装置に付属するバッテリーが切れると位置の計測や記
録ができなくなるため，バッテリーの小形化や装置の
省電力化も求められている．更に，特にジオロケータ
やGPS ロガーのように単体で機能する装置の場合，そ
の装置を回収できなければ計測された生物の位置情報
を入手することはできない．しかし，野生生物の行動
を正確に予測することは非常に困難であるため，装置
の回収率の低さも問題とされている．
一方，生物に装置を取り付けるのではなく，環境側

（巣など）に装置を取り付けることにより，生物の生態
を観測する技術も研究開発されている．例えば文
献 （11）の著者らは，図 3のように生物の巣に設置で
きる多様なセンサを備えた巣箱を開発している．この
巣箱の入り口には磁気センサが取り付けられており，
小形の磁石を装着した生物の巣への出入りを記録する
ことができる．これにより生物へ与える負荷を低減す
ることは可能であるが，環境の変化に敏感な生物が観
測対象である場合，巣が放棄されて観測ができなくな
る可能性がある．そのため，環境に大きな影響を与え
ない機器の開発や設置方法の検討が重要な課題となる．
ここまでに説明したセンシング用の装置を利用した際

表1　生物に取り付けるセンサの比較

人工衛星追跡
（アルゴスシステム） ジオロケータ GPSロガー

位置検出手法 ドップラー効果 日照量 GPS

データの精度 低い 低い 高い

データの回収 随時 困難 困難

生物への負担
（機器の重量） 大 小 大

図2　生物に取り付けるセンサ

図3　生物の巣に設置した巣箱（文献 （11）から引用）図1　人手による生態観測
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の共通の問題点は，研究者が頻繁に（例えば，1日に1回）
野生生物の繁殖地に入りセンシング用の装置にデータ回
収用の機材（ノートPCなど）を接続しなければ，計測し
たデータを回収できないことである．そのため，野生生
物やその周辺環境に影響を与えず長期的な生態観測を行
うには，これらの機材に通信機能を付加する必要がある
が，ICT技術に精通していない生態学の研究者にとって，
新しい通信端末の開発は困難である．そのため，様々な
装置を収容してセンサネットワークを簡単に構築でき
る，センサプラットホームは有効なアプローチといえる．

2.2　センサプラットホーム
様々な種類のセンサを収容でき，計測結果から意味

のある情報を抽出するセンサネットワークを構築する
ために，センサプラットホームに関する研究が進めら
れている．センサプラットホームは，様々なセンサを
接続できるインタフェースを備えた通信装置であるセ
ンサノードと，センサが計測したデータを蓄積・管理
するサーバから構成されている．このプラットホーム
を利用することで，通信機能を備えた専用のセンサを
開発することなく，既存のセンサを利用して簡単にセ
ンサネットワークを試作することができる．
代表的なセンサプラットホームの一つが，カリフォルニ

ア大学バークレー校で研究開発されたMOTEである （12）．
このMOTEセンサノードは，センサ拡張用のボードを用
意することで様々なセンサを収容でき，バッテリー駆動
が可能である．更に，ほかのセンサノードや計算機と通
信するためにZigBee の通信インタフェースを備えてい
る．この通信インタフェースを介してセンサノード同士
が自律的に通信することで，中央サーバを必要としない
アドホック形のセンサネットワークを構築できる．
ほかに，Sun Labs が研究開発している SunSPOT

（Sun Small Programmable Object Technology） も，
無線通信機能を備えておりバッテリーで駆動する小形の
センサノードである （13）．この SunSPOTも，MOTEと
同様にアドホック形のセンサネットワークを構築するこ
とが可能である．
図 4に，前述したMOTEと SunSPOTを構成するセ

ンサノードの外観を示す．2.1 節で紹介した生態観測用
のセンサを，ここで紹介したようなセンサプラットホー
ムで収容することで，野生生物の生態に関する情報を
自動的に収集するセンサネットワークの構築が可能と
なる．一度センサネットワークを設置すれば 24時間自
動的にデータを収集できるため，研究者が繰り返し生
息地に踏み入る必要がなくなり，生態系に与える影響
を軽減することができる．
筆者らは，野生生物やその周辺環境に与える影響の
少ないセンシング手法を選定し，ICT技術（Information 
and Communications Technology）に精通していな
い生態学者でも簡単にセンサノードの挙動を設定でき
るセンサプラットホームを開発することで，生態観測
用の実践的なセンサネットワークを構築した．以降の
章では，この生態観測用のセンサネットワークを構築
した事例を紹介する．

 3  オオミズナギドリ観測センサネットワークの研究

3.1　オオミズナギドリの生態
生態観測の対象であるオオミズナギドリ（図 5）は，
体長約 50 cm, 体重約 0.5 kg の海鳥であり，夏季に日
本近海で繁殖して冬季に東南アジアとオーストラリア
へ南下して越冬する．オオミズナギドリはアホウドリ
などと同様に羽が大きく長距離を渡る能力がある．し
かし飛び立つ能力は弱く，岸壁に巣を作り，海に向かっ
てダイブするように飛び立つ．このため，図 6のよう
に営巣地としては強い風の吹く岸壁が選ばれる．この

図4　代表的なセンサプラットホーム

図5　オオミズナギドリの親（左）とひな（右）

図6　オオミズナギドリの営巣地

MOTE Mica2  　　　　　　　 SunSPOT
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海鳥は国際自然保護連合のRed List に登録されており，
その繁殖地は国の天然記念物に指定されている．更に，
オオミズナギドリは海洋の生態系における高次捕食者
に当たり，その生態を調査することで日本海の海洋生
態系の変化を知ることができると考えられている．ま
た，1羽のメスが繁殖期に 1個の卵しか産まず一度個
体数が減ると回復に時間がかかるため，適切な繁殖環
境を維持し続ける必要がある．
このオオミズナギドリの生態は，まだ完全には解明

されていない．例えば，この海鳥は昼間餌を捕りに巣
から出て，夜になると巣に帰りひなに餌を与えている．
しかし帰巣 / 出巣の時刻にはばらつきがあり，また巣
には毎日帰るわけではなく数日間帰らないときもある．
このような帰巣傾向には，繁殖地の環境などが影響す
ると考えられている．また，例えば新潟県粟島に生息
するオオミズナギドリは，オスの親鳥が北海道沖の餌
場まで移動し数日間かけてひなのための餌を捕る（ロ
ングトリップ）ことに対して，メスは粟島近海の餌場
で餌を捕る（ショートトリップ）と考えられている．
しかし，これらの仮説を証明するには正確なデータを
長期間にわたり収集し続ける必要があるため，生態学
者の人手による観測だけでは検証は困難であった．

3.2　生態観測フィールド
筆者らは，新潟県の北に位置している粟島にセンサ

ネットワークを構築している．粟島は東西 4.4 km, 南
北 6.1 kmの小さな島であり，オオミズナギドリの繁殖
地となっている．日本にはオオミズナギドリの繁殖地
となっている島は幾つか存在するが，多くの島は日本
列島から遠く離れており無人である．それに対して粟
島では多くの島民が生活しており，繁殖地の近くまで
電源の供給やブロードバンドアクセスのための設備を
備えた配電盤が設置されている．これにより，センサ
ネットワークを構成する装置に電力を供給することが
できるため，粟島は生態観測に役立つデータが収集で
きるか確認するための実験的なセンサネットワークの
構築に適している．更に，生態学者が環境省の調査許
可を得て人手による生態観測を実施しているため，セ
ンサネットワークから得られたデータの妥当性を容易
に検証できる （3）．

3.3　構築したセンサネットワーク
粟島に構築したオオミズナギドリ観測センサネット

ワークの全体像を図 7に示す．この図のとおり，セン
サネットワークは，主に各種センサの計測値を収集し
て観測サーバへ転送するセンサノードと，計測値を蓄
積・管理する観測サーバで構成されている．観測サー

バはブロードバンドルータを用いてインターネットに
接続されているため，蓄積されたデータは遠隔から参
照することが可能である．更に，センサネットワーク
の起動・停止や，プログラム変更等もインターネット
を通して実行できる．
この生態観測では，（株）ネットワーク応用技術研究
所 （14）の協力を得て，長岡技術科学大学山崎研究室が開
発しているArkas センサプラットホームを利用してい
る．Arkas は，図 8のように多数のセンサを収容でき，
無線通信規格 ZigBee のモジュール （15）を備えたArkas
ノードと，Arkas ノードの制御や収集したデータの管
理を行うArkas サーバから構成されており，人流観測
や環境観測など様々な用途に利用されている （16）， （17）．
Arkas センサプラットホームは，MOTEや SunSPOT

と比較して，以下のような特徴を有している．
（1）センサノードはAnalog/Digital 入力を備えてお
り，センサを接続するだけでサーバへのセンサデータ
の送信が可能となる．そのため，センサノードへの高
度なプログラミングは必要としない．
（2）サーバ上のアプリケーションは Java によりプロ
グラミングされており，Linux/Windows で動作可能で
ある．
（3）収集したセンサデータは，生態学者が容易に解
析できるようにCSV（Comma-Separated Values）形

図7　構築したセンサネットワーク

図8　Arkas センサプラットホーム
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式で提供される．
このセンサネットワークを利用して，平成 21～ 22
年度は赤外線センサと音センサによる観測，平成 23～
24年度はRFID（Radio Frequency IDentifi cation）に
よる観測を行った．なお図 7に示すように，営巣地近
くの配電盤の中に 1台のArkas サーバを設置し，音セ
ンサ・赤外線センサ・RFIDリーダを収容している 3台
のArkas ノード（営巣地に設置）とツリー構造のネッ
トワークを構築している．なお，この生態観測では 8
巣を観測対象とし，それぞれの巣の入り口に赤外線セ
ンサとRFIDアンテナを 1個ずつ設置している．また 8
個のRFIDアンテナは，Arkas ノードに収容されている
RFIDリーダに接続している．加えて，本実験では生態
学にとって有用なデータが収集できることの確認が目
的であるため，バッテリーの利用や省電力化について
は考慮せず，配電盤からArkas ノード・RFIDリーダま
で電源コードを伸ばして電力を供給した．
また，図 7のネットワークカメラは，センサネット
ワークから収集するデータの信頼性を確認するために，
オオミズナギドリの帰巣・出巣の様子を撮影することを
目的として設置した．しかし，4.2 節で説明するように，
オオミズナギドリは日の光がない夜間から早朝にかけて
のみ活動するため，このネットワークカメラを利用して
オオミズナギドリを撮影することはできなかった．

3.4　運用中に発生した問題点
センサネットワークを設置した粟島は降水量が多く風

の強い地域であるため，センサネットワークを構成する
各装置への防水処置は必要不可欠である．そこで，セン
サノードや各種センサは市販のプラスチックケースに入
れ，RFIDアンテナには防水テープを巻きオオミズナギ
ドリの巣の近くに設置した．これにより，赤外線センサ
1個を除いて，センサネットワークを構成する装置は故
障せず継続的に動作した．なお，故障した赤外線センサ
を収容していたプラスチックケースは破損して浸水して
いた．これは，巣の近くにあるケースに気付いたオオミ
ズナギドリが，ケースをつついたことが原因と考えられ
る．そのため今後の生態観測では，設置した装置の存在
を観測対象となる野生生物に気付かれないように，ケー
スを迷彩色に塗装するなどの対応が必要となる．
また，筆者らが構築したセンサネットワークでは，

バッテリーは利用せず，営巣地近くの配電盤からセン
サノードまで電源コードを伸ばして給電していた．加
えてセンサノードと各種センサは，より対線によって
有線接続していた．1年目の実証実験では，粟島の居
住者による草刈りの作業や生態学の研究者による観測
作業中に，これらのケーブルが誤って断線する事態が

起こった．そのため 2年目以降の実験では，このよう
な断線を防ぐためにケーブルを地中に敷設した．今後
はバッテリーや太陽光発電を利用して，電源コードの
断線が起こらず継続的にデータを収集できるセンサ
ネットワークの実現を検討する．

 4 赤外線センサと音センサによる観測
4.1　センサの設置
平成 21～ 22 年度の実証実験では，オオミズナギド
リの巣への出入りを検出するために赤外線センサを利
用した．また，オオミズナギドリは帰巣時に鳴くとい
う習性があるため，群れが帰巣する際の鳴き声を検出
できる音センサを利用した．赤外線センサには，（株）
ヘルツ社 （18）製の超小形人体感知センサモジュールを利
用した．このセンサは元々は人間の動体を検出するた
めに作られているが，図 9のように巣の入り口に設置
することで，海鳥の巣への出入りを検出できることを
確認している．実証実験では 8個の赤外線センサをオ
オミズナギドリの営巣地に設置し，帰巣傾向と日の出 /
日の入りの関係を調査した （19）．
更に，音センサが収集した音からオオミズナギドリ
の鳴き声だけを抽出するために，鳴き声の周波数解析
を行いフィルタ回路を設計した．周波数解析からオオ
ミズナギドリの鳴き声は約 5.3 kHz であることが分
かったため，低域の遮断周波数 4.8 kHz，高域の遮断
周波数 5.5 kHz となるフィルタ回路を設計した．
これらのセンサをArkas ノードに接続し，各種セン
サから得られたセンサデータをArkas サーバ上で蓄積・
管理した．次節では，センサデータを解析することで明
らかとなったオオミズナギドリの生態について述べる．

4.2　 赤外線センサから得られたデータ
の解析

図 10に，赤外線センサが検出したオオミズナギドリ
の出巣 /帰巣時刻と，日の出 /日の入り時刻の関係を示

図9　赤外線センサの設置
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す．なお，8 月 17 ～ 22 日の間は配電盤から Arkas
ノードへ給電するための電源コードが断線しており，
センサデータを収集できなかった．この図より，3.1 節
で述べたようにオオミズナギドリの親鳥は数日間かけ
て餌を捕る（ロングトリップ）ことがあるためデータ
のない日もあるが，5～ 19時の間は餌を捕るために巣
には帰ってこず，夜間（20 ～ 22 時）に巣へ帰りひな
に餌を与えて，朝方（2～ 4時）巣から飛び立つこと
がはっきりと確認できる．また，オオミズナギドリは
日の出前に巣から飛び立ち，日の入り後に巣へ帰って
くることがはっきりと分かる．更に，図 10の円で囲ん
だ部分のデータは，それ以前の時期とは出巣 / 帰巣時
刻の傾向が大きく異なる．この時期には親鳥は既に南
へ渡っているため，このデータは親鳥を検出したもの
ではなく，飛行練習を行うために巣を出たひなを検出
したものである．
オオミズナギドリのひなは非常に臆病であり，近く

に生態学の研究者がいると巣の外へ出てこない．その
ため，ひなが飛行練習のために頻繁に巣の外へ出てい
るという生態は，センサネットワークを構築すること
で初めて得ることのできた知見である．

4.3　音センサから得られたデータの解析
図 11は，オオミズナギドリの群れの帰巣を検出する

ために設置した，音センサで計測した 24時間のデータ

を示す．この図では，値が大きいほど鳴き声が大きく，
多くのオオミズナギドリが帰巣していることを意味し
ている．
次に図 12では，音センサから得られたデータの日単
位の合計値を縦棒で示している．この図から，8月末
から 9月初めにかけて，多くのオオミズナギドリが帰
巣していることが分かる．これは，この時期はひなが
生まれたばかりであり，親鳥は餌を与えるためにショー
トトリップを繰り返すためである．
また，粟島は風が主に北西から吹き，この風に乗っ
てオオミズナギドリは粟島に戻ってくるとされている．
この傾向を明らかにするために，Weather Bucket （20）

という気象観測システムを利用して観測した，営巣地
近くの北西から吹く風の強さを図 12に折れ線グラフで
示す．この図から，帰巣するオオミズナギドリの数と
北西の風の強さの間には相関があり，オオミズナギド
リは主に北西の風を利用して帰巣することが分かる．

 5 RFID による観測
5.1　RFIDの設置
平成 23～ 24 年度の実験では，オオミズナギドリの
種別（オス，メス，ひな）によって巣への出入りの傾
向が異なるかを明らかにするために，RFIDを利用した．

図11　24時間の音センサの出力（2010年 9月1日）

図12　帰巣数と北西の風の関係

（a）出巣時刻と日の出

（b）帰巣時刻と日の入り

図10　帰巣傾向と日の出 /日の入りの関係
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本研究では，Arkas ノードと接続するためのシリア
ルインタフェースを備えた（株）日立ハイテクマテリ
アルズ社 （21）製の RFID リーダ / アンテナを利用した．
RFID タグとして，電波が水に吸収されにくい HF
（High Frequency）帯の周波数を採用した．本センサ
ネットワークは，餌を捕るために頻繁に潜水を行うオ
オミズナギドリが観測対象であるため，耐水性は必要
不可欠である （22）， （23）．
この実証実験では，8個の巣を対象として 3種類の

オオミズナギドリ（オス（親），メス（親），ひな）に
対してRFIDタグ（計 24個，オス・メス・ひな 8個ず
つ）を取り付けた．図 13（上）のように RFID タグは
10円玉とほぼ同じ大きさ・形であり，足環に固定する
ことで鳥の脚に装着した．また，RFIDアンテナは巣の
入り口に設置した（図 13（下））．なお，足環の取り付
け及び RFID アンテナの設置は許可を得た生態学者が
行っている．
各巣の入り口に設置したRFIDアンテナは，1秒間に

1回アンテナの前後 20 cm程度の範囲にある RFID タ
グを検出している．そのため，オオミズナギドリが巣
へ出入りする際に，RFID タグの ID情報が検出されて
Arkas ノード経由でArkas サーバへ通知されることに
なる．

5.2　RFIDから得られたデータの解析
RFID により観測されたデータを解析することで各海

鳥の連続外出日数を求め，オスとメスを区別して連続
外出日数の確率密度を求めたものを図 14に示す．ここ
で連続外出日数とは，海鳥が帰巣した日（RFIDアンテ
ナにタグが検出された日）から数えて，次に帰巣する

日まで巣を留守にした日数のことである．生態学者は
この日数が 0～ 2日であれば新潟県粟島近海で餌を採
集しており（ショートトリップ），3日以上であれば北
海道沖の餌場まで移動している（ロングトリップ）と
考えている．図 14より，2011 年のデータではオスと
比べてメスのショートトリップの割合が若干高く，
2012 年のデータではメスのショートトリップの割合が
オスよりも低くなっている．この原因として，2012 年
は海水温が例年よりも高くなり主な餌であるカタクチ
イワシが北上したため，新潟県近海では餌を捕ること
ができず，メスの活動パターンが 2011 年から変化し
たことが考えられている（図 15）．
更に図 16は，海鳥のひなが巣の外に出て，飛行練習
をしている時間の日変化を巣ごとに示している．ここ
で，ひなの状態（巣の中 /巣の外）はRFIDリーダがひ
なの RFID タグを検出した回数を解析することで推測
している．そして，ひなが巣の外にいた時間の合計を，
飛行練習に費やした時間と定義している．この図より，
特に巣 1（Nest1）ではひなが成長するにつれて，飛行
練習時間が増加している傾向を読み取ることができる．
自動的に海鳥の行動を計測できるセンサネットワー
クを利用することで，これまでに示したような海鳥の
活動パターンを明らかにすることができた．更に詳細
に海鳥の生態を調査するために，今後も長期間にわた
りセンサネットワークの運用を行う予定である．

図13　RFIDの設置

（a）2011年

（b）2012年

図 14　オス・メスの連続外出日数
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 6 むすび
センサネットワークの応用分野は多岐にわたってお

り，特に生態観測 / 環境観測のように，人が足を踏み
入れることが難しい場所を対象とした分野には特に有
効と考えられる．実用的なセンサネットワークを構築
するには，情報ネットワークの研究者と異分野の研究
者による分野横断的な取り組みが必要不可欠であるた
め，実現が難しいことは事実である．実際に，本稿で
紹介した新潟県粟島におけるオオミズナギドリ観測セ
ンサネットワークの構築も，生態学の研究者との間で
知識 / 知恵を共有することで初めて実現できたといえ
る．しかしその有効性は高く，4章や 5章で示したよ
うに，センサネットワークを生態観測に応用すること
で長期的かつ広域の観測が可能となり，野生生物の生

態に関する新しい知見を得ることができた．
本稿では，生態学者との連携によってセンサネット
ワーク技術が生態観測のような新しい分野に適用でき
る可能性を示した．これがきっかけとなり，更に新し
い分野を対象としたセンサネットワークの適用が広が
り，生態観測だけでなく多くの分野においてセンサネッ
トワークの適用が促進されることを期待する．
また筆者らは，引き続き，クマのように広範囲を移
動して活動するため詳細な生態の観測が困難であった
野生生物へのセンサネットワークの適用について研究
する予定である．
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1 バイオロギング
本誌の読者には聞き慣れない用語だと思うが，「バイオ

ロギング」は，バイオ（生き物） ＋ ロギング（ログをとる）
を組み合わせた言葉である．英語ではbio-logging また
はbiologgingと表記されるが，この言葉は実は日本の研
究者が作り出した和製英語である．2003年，内藤靖彦
博士（国立極地研究所名誉教授）が中心となって開催され
た国際シンポジウム（International Bio-logging Science 
Symposium） （1）でバイオロギングを用いた海洋生物の行
動測定に関する研究成果の報告が行われ，この言葉が学
術用語として定着するきっかけとなった．同シンポジウ
ムはその後，英国，米国，オーストラリアで開催され，
第5回が本年フランスで開催予定である．日本において
は，内藤靖彦博士及び坂本亘博士（京都大学名誉教授）
が中心となって2004年に日本バイオロギング研究会が
組織され，現在約150名の会員が所属している．ちなみ
にGoogle Scholar で biologgingをキーワードとして検
索すると約21,600 件がヒットする（2013年 2月16日
現在）．
生物の行動能力，行動範囲は，我々が想像する以上に

高く，広く，人間の目視観察の範囲を大きく逸脱するた
め，長期間の観察は困難である．特に海洋生物の場合は，
一部の例外を除いて海の中を泳ぎ回っているため，直接
観察することがいかに困難であるかは容易に理解できよ
う．このような「見えない」海洋生物（海だけに限らな
いので，本当は水圏生物であるが）を直接観察する強力
な手法がバイオロギングである．バイオロギングは「見
えない」ものを「観る」技術である．
バイオロギングには，超小形のデータロガー（アーカ

イバルタグともいう）を海洋生物に装着して様々なデー
タを内部のメモリに記録し，データロガーを回収して記
録されたデータを読み出す手法と，電波や超音波発信機

を海洋生物に装着して遠隔的に情報をリアルタイムで取
得するいわゆるテレメトリー手法とがある．「バイオロ
ギング」といった場合，狭義には前者を指す場合が多い
が，ここではテレメトリー手法も「バイオロギング」と
して扱う．なぜならば，研究者としてはいずれこの両者
が融合することを希望するからである．

2 マイクロデータロガー開発を
リードする日本

1970 年代，マイクロデータロガーは，水密容器に格
納された時計仕掛けで巻き取られる記録計にデータを書
き込むアナログ式のものから開発が始まった．簡単に分
かることであるが，水密容器にかかる圧力は海面から
10 m潜るごとに 1気圧増えていく．海洋で使用する測
器は全てこの水圧に耐えることが求められる．さて，こ
のアナログ式のデータロガーであるが，内藤靖彦博士ら
が中心となって 1980 年代後半には全長 10 cmを下回
る超小形化に成功，南極においてアザラシ類，ペンギン
類並びにウミガメ類などの潜水行動の研究に活用され
た．これらの海洋生物は子育てや産卵などのために，同
じ場所，しかも陸域に戻ってくる習性があるので，装着
したデータロガーを再び回収することが容易であるた
め，多くの研究が行われている．
1990 年代に入るとデータロガーがディジタル化さ
れ，より小形化，センサの多様化が図られるようになっ
た．特に近年は，動物の行動を詳細に記録することがで
きる加速度ロガーや地磁気ロガーなどが実用化され，水
中における様々な行動の詳細が明らかになりつつある．
また，画像や映像を記録するデータロガーも小形化され
ることによって，生物の目線によるイメージデータが得
られるようになっている（図 1）．
データロガーによって，装着した生物の生理・活動情

バイオロギングによる
動物目線の海洋生物の行動観察

荒井修亮　Nobuaki Arai　京都大学フィールド科学教育研究センター，日本バイオロギング研究会
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報とその周辺の環境情報とを動物の目線で得ることがで
きる．しかし，その動物がどこにいるのかという位置情
報については，それらのデータから正確に求めることは
難しい．最近では全地球測位システム（GPS）を利用し
たGPSロガーが開発されて，高い精度での位置情報も
取得可能であるが，水中ではGPS衛星からの信号が受
信できないため，海洋生物の位置情報測定への利用はウ
ミガメ類や海産哺乳動物など，呼吸時に水面に浮上する
生物に限られている．水圧の問題とともに，海中で電波
が利用できないということも海洋での測器開発の大きな
障壁となっている．
データロガーは，得られたデータは全て内蔵のメモリ

に記憶されているので，データロガーを回収しなければ，
全くデータを得ることができない．海洋生物の多くは，
一旦放流されるとそれを再び捕獲することは大変困難で
ある．このためデータロガーを用いた研究は，前述のと
おり，営巣中の鳥類やアザラシ類，産卵期間中のウミガ
メ類を対象に行われてきた．唯一最大の欠点であるデー
タロガー回収の問題に対しては，タイマー式の回収装置
によって設定した時間後にロガーを対象生物から切り離
して浮上させ，回収する手法も開発されているが，装置
自体がまだ大きいことと浮上させるための浮力材がどう
してもロガー本体よりも大きくなってしまうことなどか
ら，装着できる生物は限られている（図 2）．
マイクロデータロガーは，回収されたロガーから読み

出される大容量・多項目の詳細なデータから対象生物の
生息環境とその環境に対応した詳細な行動を再現するこ
とが可能である．しかし，個々のデータが得られた位置
情報を得ることは，ウミガメ類や海産哺乳動物など呼吸
のために水面に浮上した場合でない限りは困難である．
このため，研究者は加速度・地磁気・速度データから近
似的に移動経路を求める工夫をしているが，角速度を求
められないために厳密な経路推定は困難である．

3 バイオテレメトリーを用いた
位置情報の取得

対象生物の位置情報を測定する手法として使われる
のが発信機を用いたバイオテレメトリーである．バイオ
テレメトリーでは，電波または超音波発信機を対象生物
に装着し，その信号を受信することで追跡を行う．陸域
や淡水域においては，電波発信機が用いられるが，電磁
波の吸収・散乱が激しい海水中では電波の代わりに超音
波を用いる．また，地球的規模で移動する動物の場合は
人工衛星を利用した発信機を用いる．
電波テレメトリーでは，鳥獣類のような陸域生物を主
な対象種として，発信周波数が 30～ 300 MHz の発信
機を使用する．受信には指向性の八木アンテナを用いて
対象生物の位置を 2か所以上の地点から求めて方位を
推定する．動物追跡用の発信機は小形化できるので，昆
虫にも装着可能な超小形の電波発信機によってミツバチ
の生活圏 （2）を解析した研究もある．
電波が使えない海中に生息する海洋生物には超音波
発信機によるバイオテレメトリーを用いる．発信周波数
が 50～ 200 kHz の超音波発信機を装着した対象生物
を追跡する方法としては，船舶に搭載した受信機による
追跡（Active tracking）と水中にあらかじめ設置した
設置型超音波受信機による追跡（Passive tracking）の
2種類がある．前者の場合は，船上から水中に垂下した
ハイドロホンで発信機からの信号を調査員がモニタしな
がら対象生物を船舶で追跡する．後者の場合は，設置型
超音波受信機のメモリに個体情報と受信時刻とが蓄積さ
れるので，そのデータを定期的にダウンロードすること
で，受信範囲内に到来した対象生物の情報を得ることが
できる．現在，最も一般的に使用されているAMRIX 
System Inc.（カナダ）製の超音波発信機は，69 kHz
の超音波パルスによって IDコードや各種のデータ（水
深，水温，加速度）をそれぞれの発信機に付すことが可

図1　 ビデオロガー，GPSアルゴス送信機などを切り離し
装置の浮力材とともに装着したアオウミガメ

（撮影：奥山隼一）

図2　 マイクロデータロガーとタイマー式ロガー切り離し
装置を装着したメコンオオナマズ．タイ国パヤオ県
メプン湖にて
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能である（http://www.vemco.com/index.php）．
設置型受信機による追跡では，受信機の受信範囲（半

径約 500 m以内）に発信機を装着した海洋生物が入っ
た時刻と ID及びデータを記録するため，その位置情報
は半径数百m以内であるとしか分からない．それでも
大海原の中でのおおよその位置として貴重な情報であ
り，大規模な回遊を行う海洋生物の追跡ゲートとしての
十分機能する （3）．近年，設置型超音波受信機の時刻同
期を同期タグ（発信機）で行うことで，3台以上の受信
機で同時に信号を受信し，その到達時間差から位置を計
測する手法が考案され，実用化が図られている （4）．我々
の研究室においても，この位置測位システム VR2W 
positioning system（VPS）を使った実験を国内外で行っ
ており，メバル，メコンオオナマズ，ズワイガニなどの
行動を数mから数十mの精度で追跡できるなどの結果
が得られている．更に我々の研究室では複数台のステレ
オ式自動水中音録音装置を用いて，超音波発信機の信号
帯域である 60～ 85 kHz を低周波帯域（0～ 24 kHz）
に変換して連続録音することで，数 cm程度のより詳細
な海洋生物の位置情報計測技術を開発している （5）．こ
の装置の目的の一つは，養殖生けす内において群れをな
して泳ぐ個々の魚の位置を正確に捉えることであり，予
備的な実験ではクロマグロ当歳魚の遊泳行動を計測す
ることに成功した．超音波を用いた水中での位置計測で
は，ハイドロホンに到着する超音波信号の到達時間差を
いかに正確に計測できるかがポイントであるが，GPS
が使えない水中での受信機間の時刻同期はなかなか困
難である．
トランスポンダ方式による水中での位置測定 （6）は古
くから行われてきたが，トランスポンダの小形化や探査
範囲の制限などから，海洋生物の追跡では現在は余り使
用されることはない．しかし，技術開発の可能性として
は，考慮すべき有効な手法と考えられる．
鳥類の渡りや，大形鯨類，ウミガメ類の大回遊などに

代表される地球規模での移動を追跡するには，人工衛星
を利用したアルゴスシステムが用いられる．アルゴスシ
ステムは 1970 年代にフランス国立宇宙研究センター
（CNES），米国海洋大気局（NOAA）及び米国航空宇宙
局（NASA）によって開発された．2002 年からは日本
の宇宙航空研究開発機構（JAXA）も運用に加わってい
る．アルゴスシステムによる測位の原理は，高度約
850 kmを周回する軌道衛星によって受信される地球局
（PTT）からの信号のドップラー効果を利用する．この
ため，位置の計算等は人工衛星が行うので，地球局は一
定の電波信号だけを発信すれば良く，動物の追跡に適し

ている．しかし，原理的に位置測定の精度は余り良くな
いため，海洋生物を保護するための行動圏の推定などに
用いる場合には注意が必要である．アルゴス送信機と
GPSとを組み合わせた送信機をウミガメに装着してそ
の行動圏を評価したYasuda & Arai（2005） （7）によれば，
行動圏の広さが 2万倍から 5万倍も異なったことが報
告されている．このため，近年ではアルゴス送信機に
GPS受信機を組み合わせたGPS-アルゴス送信機が使用
されることが多い．

4 マイクロデータロガーによる
アオウミガメの潜水行動解析

タイ国のアンダマン海に浮かぶシミラン諸島は世界
的なダイビングスポットである．シミランとはマレー語
で「9」を意味する言葉で，この海域には九つの島々が
点在する．このシミラン諸島の最南端に位置する小さな
島，フーヨン島がアオウミガメの産卵地として有名で，
タイ国海軍と海洋沿岸資源局の研究機関がアオウミガメ
の観察と産卵域の保護に当たっており，保護・育成した
稚ガメを定期的に放流している（図 3）．アオウミガメ
は 1シーズンの繁殖期間中，上陸・産卵を 10～ 15日
間隔で繰り返す．このため，産卵したアオウミガメにマ
イクロデータロガーを装着すれば，次の上陸・産卵時に
ロガーを装着した個体を再び捕獲することが可能である
ため，ロガーを高い確率で回収できる．このようにロガー
の装着・再捕獲を行うことで，産卵と産卵の期間（イン
タネスティング）にどのような行動をしていたのかを明
らかにできる．我々は，タイ国海軍及びプーケット海洋
生物学センターの協力の下，フーヨン島において，3月
（乾季），6月（乾季から雨季への移行期），8月（雨季）
に上陸・産卵したアオウミガメ 3個体の甲羅に深度デー
タロガー（リトルレオナルド社，日本）を装着した．

図3　 シミラン諸島最南端のフーヨン島でアオウミガメの
稚ガメを放流するために集まったタイ国海軍関係者
と研究者たち
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その結果を図 4に示す （8）．図から乾季と雨季とでは，
インタネスティングにおける滞在深度が異なっているこ
とが分かる．インタネスティングにおいて，アオウミガ
メは次回の産卵に備えてなるべくエネルギーを消費しな
いように休息しているといわれている （8）．海況が穏やか
である乾季の個体 1は水深 0～ 40 m，海況が悪い雨季
の個体 3は 0～ 90 mの水深帯を利用している．アオ
ウミガメは肺呼吸を行うため，海底で休息中でも呼吸の
ために浮上と潜水を繰り返す必要があり，なるべくなら
ば浅いところで休息する方がエネルギー的には有利であ
る．それにもかかわらず，海況の悪い雨季においては，
滞在水深を深くせざるを得ないわけである．

5 超音波バイオテレメトリーに
よるメバルの回帰行動

関西国際空港は，環境の保全に配慮した本格的な海上
空港として 1994年に大阪湾の泉州沖に開港した．埋め
立てによって造成された空港島の護岸は一部を除いて石
積みの緩傾斜護岸となっており，そこに海藻類を育成す
ることで，多様な生物の生息場所となっている．更に空
港島の周辺数百mの海域は大阪府漁業調整規則第 39
条によって水産生物の採捕が禁止されていることから，
海洋生物の育成場として機能している．本海域に生息す
るメバルの行動を超音波バイオテレメトリーで追跡し
た．なお，メバルの分類については近年，DNA解析か
ら 3種に分類されることになったが，本稿では調査当
時の表記としてメバルを用いる．

主に北太平洋に生息するメバル属（Sebastes sp.）は
生息場所に強く固執する性質があることが知られてお
り，Yellow rockfi sh （Sebastes fl avidu）では 22.5 km
離れた場所へ移送放流しても元の生息場所へ戻ることが
分かっている （9）．我が国の周辺海域に生息するメバル類
についても，このような性質があるのかどうかを超音波
バイオテレメトリーによって確認した．
空港島東護岸の 3か所（A，B，C）（図 5） （10）で 25
個体のメバルを捕獲し，対岸の田尻漁業協同組合の水槽
で 4～ 5日間飼養した後に，麻酔下で外科的に超音波
コード化発信機（V8SC-6L，Vemco 社，現在AMRIX 
System Inc., カナダ）を腹腔内に装着した．発信機装
着の影響がないことを少なくとも 24時間の観察で確認
した後に捕獲場所から最大で約 4.5 km 離れた 2地点
（R1，R2）に放流した．放流後は，調査船に搭載した
追跡型受信機（VR28， Vemco社）により追跡した．
空港島護岸（R1）で放流されたメバル 20個体は，放
流直後から空港島東護岸に沿って移動を開始した．放流
から 4時間が経過すると一斉にそれぞれの捕獲場所の
方向へ移動を開始した．放流から数日の間に，20個体
のうち 14個体がそれぞれの捕獲場所に戻った．このう
ち，空港島から約4.5 km離れた対岸の地点（R2）で放
流された 5個体は，放流から 11日以内に 3個体がそれ
ぞれの捕獲場所に回帰した．回帰率は地点Aで100％（3
個体中 3個体），地点 Bで 60％（10 個体中 6個体），
地点Cで 67％（12 個体中 8個体）となった．これら

図4　 深度データロガーで取得したアオウミガメのインタ
ネスティング期間中における深度の時系列図

（安田十也（2006）；恒星社厚生閣　水産学シリーズ152「テレメト
リー ─ 水生動物の行動と漁具の運動解析」から転載）

図5　 メバルの放流追跡実験を行った海域．A，B，C地点
で採捕したメバルに超音波発信機を装着し，放流地
点R1とR2で放流して追跡した

（三田村啓理（2006）；恒星社厚生閣　水産学シリーズ152「テレメ
トリー ─ 水生動物の行動と漁具の運動解析」から転載）
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の結果からメバルはほかのメバル属魚類と同様に，移送
放流された場合，生息場所に回帰することが明らかと
なった．それではメバルはどのようにして自分の生息場
所を見付けることができたのだろうか？  考えられるの
は，視覚，嗅覚，その他の感覚機能である．このうち，
視覚については舞鶴湾において視覚遮蔽実験を，嗅覚に
ついては空港護岸において嗅覚妨害実験を超音波バイオ
テレメトリーで行った．その結果，視覚を遮蔽した個体
と遮蔽していない個体では生息場所へ戻る時間，頻度に
差はなかったこと，ワセリンを鼻孔に詰めて放流した個
体は放流地点から捕獲した地点へ戻る時間が有意に長
かった （11）．

6 最後に
マスコミでも動物目線での研究ということで取り上

げられる機会が多くなってきたバイオロギングであり，
3月に封切られた「ダイナソー・プロジェクト」という
英国の映画では，映画史上初，恐竜目線というキャッチ
フレーズで恐竜にビデオカメラを取り付けるという設定
である．確かに動物目線の映像には多くの驚く内容が含
まれる．隔靴掻痒なこれまでのデータよりも映像は百聞
は一見しかずだ．しかし，得られた映像データから科学
的に意味のある知見に抽象化していくには，まだまだそ
の解析手法がないのが現状である．画像データも含めて，
バイオロギングで得られるデータは日々大きく，多様化
しており，動物生態学におけるこのビッグデータをいか
に要領良く的確に解析していけるかが，これからの課題
となっている．
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1 はじめに
ブロードバンド環境，ワイヤレスネットワーク技術の

普及とともに，気温や温度といった環境情報を計測する
ためのセンサなど，様々な機器がインターネットに接続
されるようになってきた．
機器をインターネットに接続するためには，機器を設

置する場所に，（1）インターネットへのコネクティビ
ティ，（2）電源の両方の基盤が整備されている必要が
ある．これらのいずれか，あるいは両方が未整備の場所
にセンサ類を設置する場合は，何らかの手段でこれらの
基盤を確保する必要がある．
我々は佐賀県唐津市相知町の「蕨野の棚田」にイン

ターネット環境を整備し，気象センサとネットワークカ
メラを設置し，「棚田の今」をリアルタイムに知ること
ができるシステムを構築した．このシステムを用いて，
「棚田からの情報発信」など，新たな応用を模索する“棚
田オンラインプロジェクト”を 2006～ 2009 年にかけ
て行った（1），（2）．
インターネットへのコネクティビティと電源の両方

が整備されていない場所の情報化を試みた本プロジェク
トの事例は，今後の同様な場所の情報化において，多い
に有用であると考える．
本稿では，我々が取り組んだ“棚田オンラインプロ
ジェクト”について紹介する．

2 蕨野の棚田
佐賀県唐津市相知町の「蕨野の棚田」にある佐賀大学
実習田が，本プロジェクトのフィールドである．
蕨野の棚田は，佐賀県のほぼ中央部に位置する八幡岳
の北側の斜面に沿った標高 150～ 420 mの急傾地にあ
る．昭和初期までに開墾しながら拡大された石積みの棚
田が，山の谷間 1050枚，40ヘクタール存在する（図 1）．
佐賀大学実習田（以下では“実習田”若しくは“棚田”
と記す）は，棚田の上部，標高約 400 mの場所に位置
する．実習田にはインターネット環境はおろか電気すら
整備されておらず，アクセスのための道路も普通自動車
が通れる程度の急坂路である（図 2）．

棚田オンラインプロジェクト
─ インフラ無地域の情報通信化 ─

渡辺健次　Kenzi Watanabe 広島大学
大谷　誠　Makoto Otani 佐賀大学

解　説

図1　佐賀大学，実習田，及び八幡岳の位置関係
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3 システム構成
3.1　システムの概要
本プロジェクトで構築したシステムの全体構成を図 3

に示す．システムは，インターネット接続のための長距
離無線 LAN（佐賀大学と八幡岳間及び八幡岳と実習田
間），電源を自給するためのハイブリッド発電システム，
及び棚田に設置したセンサとカメラのシステムの三つの
サブシステムから構成される．
それぞれのサブシステムについて，以降の節で解説

する．

3.2　 長距離無線LANによるインターネット接続
プロジェクトを開始した当時，棚田のふもとの蕨野地

区には，ブロードバンドサービスが存在しなかった．
3G電波の状況も十分ではなかったため，長距離無線
LANの利用を検討した．しかし，佐賀大学から蕨野の
棚田を直接目視することができない．そこで，双方に対

して見通しがきく八幡岳の山頂でネットワークを中継す
ることで，佐賀大学から棚田までネットワークを延ばし
た（図 4）．
佐賀大学から八幡岳の山頂までの距離は約 25 km，
八幡岳の山頂から棚田までの距離は約 800 mである．
無線 LANを長距離で用いるために，佐賀大学と八幡岳
間では，パラボラアンテナを使用した．
無線 LAN装置は三菱電線工業（株）のAP-4131-BR
を 2セット用いた．約 25 kmを結ぶ佐賀大学と八幡岳
間の長距離無線 LANは，平均約 3.7 Mbit/s で安定して
通信が行えている．無線 LAN装置への電源の供給は
PoE（Power over Ethernet，LANケーブルを介して
機器に電力を供給する技術）で行い，八幡岳にHUBを
設置して，長距離無線 LANを中継した．

図3　システムの全体構成

図2　佐賀大学実習田 図4　長距離無線LANシステム
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IP アドレスは佐賀大学のサブネット（グローバルア
ドレス）を用いている．IPv4 だけでなく IPv6 でも運
用している．

3.3　 ハイブリッド発電システムによる電源の自給
実習田に工事用車両が進入できないこともあり，商用

電源整備は難しかった．そのため，電源を自給するシス
テムを構築した．
発電システムとして，太陽光と風力による発電が行え

るニッコー株式会社のハイブリッド発電システムNWG-
200 を導入した（図 5）．雨天や曇天による日照量不足
を考慮して，約 3日間分のバッテリーを備える．
システムはコントローラを内蔵しており，コントロー

ラはバッテリーの充電，出力する電源の供給，過充電及
び電力不足によるAC電源供給の停止を制御している．
機器への給電は，ハイブリッド発電システムが出力する
24 V直流電源を，インバータにより 100 V 交流電源に
変換して行った．機器を 24時間運転するため，夜間も
バッテリーから給電を行った．

3.4　設置したセンサとカメラ
図 6に，実習田に設置したセンサを示す．設置した

環境センサは，Vaisala 社の複合気象センサWXT-510

と Kipp&Zonen 社の日射センサCMP-3 である．気温，
湿度，気圧，風向，風速，雨量，日射量が計測できる．
また，ハイブリッド発電システムが発電する電力をモ
ニタするために，太陽光で発電した電圧及び電流，風力
で発電した電圧及び電流，そして供給電圧を計測するセ
ンサを設置した．
計 測 し た デ ー タ は，Echelon 社 iLON100e3 
InternetServer が SOAP 通信（Simple Object Access 
Protocol，ネットワーク上のアプリケーション間の情報
を交換し合うためのプロトコル）で佐賀大学内に設置し
たサーバに 5分間隔で送信した．サーバはデータを蓄
積し，データとそれを元に自動的に生成したグラフを，
Webで公開した（図 7）．
実習田に設置したネットワークカメラは（株）東芝の
ネットワークカメラIK-WB21である．図8にネットワー
クカメラの映像を示す．ネットワークカメラを遠隔操作
することで，棚田とその周辺の様子をリアルタイムに見
ることができる．また，IK-21 を操作するソフトウェア

図7　気象データより自動生成されたグラフ

図5　ハイブリッド発電システム

図6　設置したセンサなどの機器 図8　ネットワークカメラの映像
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を開発するための SDK（Software Development Kit）（3）

を用いて独自に開発した定点観測システムを用いて，棚
田の 8地点の静止画像を毎日自動的に 4枚ずつ撮影し
蓄積した．蓄積した静止画像，及び静止画像から生成し
た動画が，Webから閲覧できる（図 9）．

4 運用から得られた知見及び考察
本章では，システムの運用から得られた知見を述べ，

考察を行う．

4.1　ネットワークの運用状況
3.1 節で述べたように，長距離無線 LANシステムを

2セット用いて，佐賀大学と棚田間を接続した．
佐賀大学と八幡岳山頂までは，25 kmと距離はある

ものの見通せるため，安定した運用が行えた．ping（通
信相手の到達性を確認するためのソフトウェア）を用い
て計測したラウンドトリップタイム（自分から相手まで
の往復の通信に要する時間，RTT）の平均値は 8.19 ms
（IPv4），3.17 ms（IPv6）であった．
八幡岳山頂から棚田までを結んでいる無線 LANは，

距離は 800 mほどであるが，夏場に木の成長の影響を
受けるためか不安定なこともあった．全体的には，おお
むね問題なく運用できた．佐賀大学から棚田までの
ping を用いて計測した RTT の平均値は 13.85 ms
（IPv4），4.97 ms（IPv6）であった．
長距離無線 LANのスループットを iperf を用いて計

測した．IPv4 による計測では，約 3.7 Mbit/s という結
果を得た．この値は棚田に設置したネットワークカメラ
の映像を見るには十分である．
長距離無線 LANは，曇天，雨天，濃霧，降雪，台風

などの厳しい気象条件下でも安定して利用できた．この
結果は，山間部，平野部，離島などにブロードバンドを
整備できる可能性を切り開くものである．

4.2　日射量と発電量の関係
太陽光発電及び風力発電は，気象条件に影響を受ける．
晴天時の日射量と太陽光による発電量（電流及び電
圧）を図 10に示す．この図から，晴天時は日射量と電
流の間に相関があることが分かる．
一方，雨天時や曇天時においては，十分な電力を生成
できない．雨天時の日射量と太陽光による発電量のグラ
フを図 11に示す．グラフから，電流の出力が十分でな
いことが分かる．
運用を通して，発電システムはおおむね安定して電源
を供給したが，梅雨時期などで2週間程度雨天が続くと，
バッテリーへの充電が十分に行えず，システムが停止す
ることがあった．

4.3　気象情報の活用
観測した気象データをグラフ化することで，災害に関
する情報を生成することができた．図 12は，2006 年

図9　定点観測システムで作成した動画一覧

図11　日射量と発電量の関係（雨天時）

図10　日射量と発電量の関係（晴天時）
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9 月 16日に，棚田がある相知町で起きた集中豪雨の際
の雨量の様子を表したものである．短時間に大量の雨が
降っていることが分かる．
また図 13 は，2006 年 9 月 17 日に北部九州を台風

が直撃した際の気圧の変化を表したものである．台風が
接近するにつれて気圧が急激に下がり，通過後は急速に
元に戻っていることが分かる．
これらのグラフは，棚田に設置した気象センサが計測

する情報が，防災に関する情報として活用でき得ること
を示唆している．

4.4　ネットワークカメラの活用
実習田に設置したネットワークカメラは，美しい棚田
の四季を捉え，インターネットに発信した．図 14にお
たまじゃくしが泳いでいる初夏の田んぼの様子，図 15
に冬に雪化粧した棚田の様子を示す．
この実習田では，無農薬による米作りを実践してい
る．無農薬で行う際には，雑草への対応が重要である．
また，水量の管理も適切に行う必要がある．これまで，
週に一度程度棚田を訪れ，雑草や水量の様子を観察して
いたが，システムの導入後はネットワークカメラを利用
して監視できるようになった．
佐賀大学地域創成型学生参画教育モデル開発事業に
おいては，ネットワークカメラの映像を用いて，稲の生
育に関する動画コンテンツを作成した（4）．

4.5　障害
実習田の除草作業の際，誤って電源ケーブルが切断さ
れるという事故が発生した（図 16）．ケーブルを埋める
ことで対処したが，現地で行われる作業も考えた上でシ
ステムを設置することが必要である，という知見が得ら
れた．他のプロジェクトでは，機器を格納した箱にヤモ
リが入り込み，機器が故障するという事例が報告されて
いる（5）．自然環境に対応する策の必要性を示している．
プロジェクトを開始して 2年半で，バッテリーの寿
命が尽きてシステムが停止した．充電と放電を毎日繰り
返すことが，バッテリーの寿命に影響を与えたことが考
えられる．バッテリーが機能しなくなることで，日没と
ともに電源供給が途絶えて実習田のシステムが停止する
ようになった．
ハイブリッド発電システムのコントローラは，出力電
圧が 22.9 V を下回った時点で出力を停止する．天候回
復後，23.9 V を上回る出力が可能になった時点で，自
動的に出力を再開する．そのため，夜明けとともに電源
供給が再開してシステムが起動するものの，雲などの影

図15　雪化粧した棚田の様子 図16　 除草作業で誤って切断された電
源ケーブル

図14　 初夏の田んぼを泳ぐおたまじゃ
くし

図12　集中豪雨の際の雨量

2006年 9月16日の集中豪雨で観測したデータ

図13　台風通過と気圧の関係

2006年 9月17日の台風で観測したデータ
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響で発電量が低下すると電源供給が途絶えて停止する．
この結果，断続的にシステムが停止するようになり，機
器が障害を起こし，観測システムが機能しなくなってし
まった．
残念なことに，機器を保守する予算が乏しかったた

め，障害発生後はシステムの復旧と運用ができず，現
在に至っている．本プロジェクトのこの事例は，本シ
ステムのような屋外に設置したシステムでは，情報シ
ステムを維持・運用するだけでなく，障害からの復旧
のための配慮と対応（保険など）が不可欠であること
を示している．

5 まとめ
本稿では我々が取り組んだ“棚田オンラインプロジェ

クト”について報告した．このプロジェクトでは，佐賀
県唐津市相知町の「蕨野の棚田」にインターネット環境
を整備し，気象センサとカメラを設置した．センサによ
り「棚田の今」をリアルタイムに知ることができるシス
テムを構築し，「棚田からの情報発信」など，新たな応
用を模索した．
山間部の棚田という電気及び通信インフラが全くな

い場所を情報化した本プロジェクトの事例は，今後の
同様の地域の情報化を考える上で大いに有用であると
考える．
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1 はじめに
植物と IT技術の関わり合いは既に多くの実例があり，

特に植物工場等においては人工光の制御や工場内の状況
を知るためにセンサネットワークなどが活用されてい
る （1）．更に，センサ技術の普及によって家庭において
もこれらの技術が活用できるようになってきている．特
に，園芸の分野では，単に植物を管理するだけでなく，
SNS（Social Networking Service）を通じて共通の趣
味を持つ者同士の情報交換やコミュニケーションにも使
われるようになってきており，植物工場での IT技術の
利用とは異なる仕組みが展開されてきている．本稿で
は，こうした観点での新しい IT技術と園芸の関わりに
ついて紹介する．

2 農業と園芸
農業も園芸も植物の育成に関わるという点において

同一であるが，IT技術の活用という観点においては農
業と園芸は異なる．農業では，植物の育成を効率化する
ために IT 技術を活用している．例えば，LED（Light 
Emitting Diode）等による人工光の制御においても葉
が最も吸収する波長の光を用いており，葉が黒く見える
ことになる．水や肥料の供給等の作業についても完全自
動化を目指し，できるだけ人手の介在を少なくすること
を目指して設計されている．これは，害虫や病気による
被害等を防ぐという観点からも重要な点である．一方
で，園芸では植物を「愛でる」という要素が必要であり
植物の「見た目」や人手による世話ということも必要な
要素となっている．
以上のようなことから，園芸における IT技術は以下

のような点を考慮して活用されている．
植物を育てるために必要な情報の提示と共有a. 

植物を鑑賞するための機能b. 
植物をきっかけとした人間同士のコミュニケーc. 
ション
以下では，現在進められている研究や実際の商品を紹
介しながら，IT技術の活用事例を示す．

2.1　植物の状態の管理
園芸における IT技術の活用の一つはセンサによる植
物の管理である．様々な試みがあるが，チューリッヒ工
科大学発のベンチャー Koubachi AG 社が開発した
WiFi Plant Sensor はゴルフクラブのような形状をして
おり，柄の部分を土に差し込むことで，土壌水分，温
度，光強度を測定する機能を備えている （2）（図 1）．こ
のシステムは，単に植物の状態を計測するだけでなく，
iPhone のアプリやWebアプリと連携し，以下のよう
な情報を提供できるようになっている．

温度や季節に応じた適切な日射量の把握a. 
温度による水分の消費量の把握及び水分を与えるb. 
タイミングの提示
施肥のタイミングや肥料の種類のアドバイスc. 

これらは，Koubachi AGが用意するクラウド側に用
意されている様々な植物のデータベースに基づいて提案

園芸におけるSNSの活用と
Know Howの共有

砂原秀樹　Hideki Sunahara 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科
山内正人　Masato Yamanouchi 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科

解　説

図1　Koubachi WiFi Plant Sensor
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がなされるため，プロフェッショナルのKnow Howを
活用して植物を育てることができるようになっている．
また，日射量が多すぎる場合にはセンサの警告灯で知ら
せるようになっており，適切な日射量を制御できるよう
になっている．このシステムでは，実際の世話は人手で
行うことを前提としており，システムはあくまでもアド
バイスを提示するのみにとどめている点が，植物工場等
と大きく異なる点である．

2.2　SNSとの連携
植物の栽培において大きな課題となるのは，植物への

世話を継続的に行うことである．自室やオフィスに緑を
置きたいと考える人は多いがなかなか実現に至らないの
は，この点を解決することが難しいためであると考えら
れる．この問題を解決するためには，できるだけ世話を
簡潔化することと，植物を「愛でる」ための工夫が必要
である．こうした問題を解決したものの一つとして立命
館大学発のベンチャーであるアイティプランツ社のアイ
ティプランターがある （3）．このシステムでは，LEDに
よる光と養液循環ポンプを自動制御することによって 2
週間程度，直接の世話をしなくても良いシステムとなっ
ている．また，植物は「苗ポット」という形で供給さ
れ，種子の植え方などの知識を持たない利用者でも特別
な知識なく植物の育成を始められるようになっており，
園芸を始める際のバリアを下げている．また，育成の過
程では大きく成長させるなどのKnow Howが必要であ
るが，これらの情報は，「苗ポット」を販売するサイト
が運営する，アイティプランター利用者同士が交流する
SNSサイト クラウド・ガーデン （4）となっており，利用
者同士で情報交換しKnow Howを共有したり自分が栽
培する植物を紹介したりすることで，植物を「愛でる」
ということを促進するように工夫されている．なお，
PCからアイティプランターの状況を監視するソフト
ウェアも提供されており，サイトではWebカメラで植
物を遠隔から観察する方法なども紹介されている．

3 aroots: Know Howを共有
するための園芸支援サイト

前章で紹介した例では，それぞれ植物の状況を把握す
るとともに，同様の趣味を持つ者同士のコミュニケー
ションを支援する仕組みを提供している．しかしなが
ら，動きの少ない植物を継続して「愛でる」ためには，
より IT技術を活用した工夫が必要である．また，同様
の趣味を持つ者同士のコミュニケーションにおいて，植

物栽培のKnow Howを共有することが重要である．そ
こで，慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の
チームでは，こうした機能を有する SNSを用いて園芸
に活用する試みを進めている （5）．以下では，これらに
ついて紹介する．

3.1　植物を「愛でる」
動きの少ない植物ではあるが，インターバル撮影する
とその植物が成長する様子を視覚的に認識することがで
き，植物への見方が変わることとなる．特に園芸を始め
たばかりの初心者は植物の成長が感じられないことに
よって興味を失い，継続した世話ができないことが明ら
かになっている．このような機能によって初心者でも植
物の成長を実感できることで，興味の喪失を避けること
ができて継続して世話を行えるようになる．しかしなが
ら，インターバル撮影するためには，固定されたカメラ
による長期の撮影が必要となる．専用のWebカメラを
設置することで実現は可能であるが，屋外の菜園であっ
たり，複数の植物を栽培したりしている場合など対応が
なかなか難しい．そこで，iPhone を使った簡易イン
ターバル撮影アプリを作成し，得られたビデオ画像を
SNSで共有する仕組みを提供している．動画の撮影画
面を図 2に示す．このアプリでは，前回に撮影した画
像のシャドウ画像を撮影フレームに表示し，そのシャド
ウ画像に鉢などを合わせて撮影することで，簡易イン
ターバル撮影動画を生成するようになっている．撮影間
隔などによって不自然な動きをする場合もあるが，植物
の成長を感じることができ「愛でる」感覚を得ることが

図2　簡易インターバル撮影アプリ
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可能となっている．また，SNSでこうした情報を公開
し合うことによってほかの利用者が育てている様子への
興味も湧き，「大きく育てるため」あるいは「きれいな
花を咲かせるため」「実を多く実らせるため」といった
Know Howの共有の促進にもつながっている．

3.2　Know How情報の生成と共有
園芸においてのもう一つの楽しみは，園芸に習熟する

に従って知り得た Know Howを人に伝えることであ
る．特に中級から上級の園芸を趣味とする人にこの傾向
が強いと思われる．SNSで行われるコミュニケーショ
ンの一つはこうしたKnow Howの伝授である．しかし
ながら，文字と静止画像ではなかなか説明が難しく，ま
た動画を作成するのは別のKnow Howが必要となる．
そこで，本システムでは鉢に装備された土壌水分セン
サ，温度センサ，固定カメラと人感センサなどを用い，

植物の世話をしている動画を切り出して保存する仕組み
を提供している．植木鉢に配置する情報取得機器の試作
器を図 3に示す．利用者は，生成された動画に説明を
附与することで SNS上で Know Howを共有できるよ
うになる．

3.3　同趣味者間のイベント共有
園芸初心者は同趣味者のコミュニティが未形成で，孤
独な作業となり継続して植物を愛でることを阻害してい
る場合がある．例えば植物の成長には「芽が出る」，「実
がなる」等のイベントがある．イベントが発生した際に
共有する人がいないとモチベーションの低下につなが
り，継続して植物を愛でることを困難としている．そこ
で本試みでは SNS上で植物の生長に関するイベントを
同趣味者間で共有可能としている．SNSのトップペー
ジへイベント発生間近なユーザの植物やイベント発生中
の植物を表示する．図 4に開発中の SNSのトップペー
ジを示す．これによって自分の植物栽培へのモチベー
ション持続につながる．またイベントが発生した際には
コメントが多く付き，モチベーション向上につながると
ともにコミュニティ形成の一助ともなる．現在の実装で
はイベントの発生は育成時間を基に予測しているが，今
後は 3.1 節，3.2 節で述べた各種機器からの情報を基に
精度を上げることも可能であると考える．

4 まとめ
小形で安価なセンサ装置とコンピュータノードが普

図3　ディジタル植木鉢

図4　aroot SNSにおけるイベント表示画面
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及することによって，園芸などの家庭での趣味への応用
が可能となってきている．SNSによって様々な趣味の
コミュニティができているが，センサ装置が導入される
ことにより更に密なコミュニケーションが可能になると
考える．また，園芸にはエンターテイメントとしての側
面もあり，育成される植物の写真や動画を共有すること
でより楽しい生活を支援できるようになる．
IT技術は園芸の分野で活用できるだけでなく，IT技

術によって園芸と他の趣味あるいは生活に関わる活動を
つなげることで更に生活を豊かにできるようになると考
える．このようなことから IT技術は，社会基盤として
更に様々な局面で有効に機能するといえるであろう．
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