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釧路根室地域では、車両とエゾシカとの衝突事故の発生が道路交通安全上の課題となっている。このこ

とから、釧路開発建設部では、事故対策としてエゾシカ侵入防止柵を設置してきたが、柵端部等の開口部

付近において、依然としてエゾシカの道路横断頻度が高い状況にある。

本報告では、動物検知システムを活用し、開口部からのエゾシカの侵入をドライバーに知らせて注意喚

起する、新たな事故対策を試行した結果について報告する。
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1. はじめに

釧路根室地域は、世界自然遺産である知床をはじめ、

阿寒摩周国立公園や釧路湿原国立公園、ラムサール条約

湿地である釧路湿原や霧多布湿原を有するなど、自然豊

かな地域であると同時に多種多様な動植物が生息してい

る地域である1)。

このような自然環境豊富な地域にある幹線道路では、

野生生物と自動車の衝突事故（以下、「ロードキル」と

いう）が多発している。特に、当該地域には大型の哺乳

類であるエゾシカが多数生息しており2)、エゾシカによ

るロードキルが安心、安全な交通環境を維持するための

大きな課題となっている。

このことを踏まえて、釧路開発建設部では、ロードキ

ル対策の一つとして、道路上へのエゾシカの侵入を物理

的に防止する侵入防止柵（図-1）の設置を進めているが、

侵入防止柵の端部、交差路、民家等への取付道路や道路

用地と隣接する地権者の同意が得られていない区間など

には、柵が設置されていない開口部と呼ばれる区間が存

在する。開口部よりエゾシカが道路へ侵入することが、

ロードキルの要因となることがあるため対策の検討、実

施が課題となっている。

そのため、開口部付近や侵入防止柵未設置の区間にお

ける主な対策として、路面上に「シカ注意」等の路面標

示（図-2）を設置することによるドライバーへの注意喚

起を行っているが、路面標示は、車両の通過や除雪等に

より摩耗するため、定期的な維持管理が必要といった課

題がある。加えて、開口部におけるエゾシカとのロード

キルは依然として確認されており、新たな対策の実施が

必要となっている。

このような状況から、釧路開発建設部では動物検知シ

ステムを活用し、開口部からのエゾシカの侵入をドライ

バーに知らせて注意喚起する、新たな事故対策を試行し

た。本論文では、試行結果及び今後の展望について報告

を行う。

図-1 国道沿線に設置されている侵入防止柵

図-2 路面標示の設置例
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2. 釧路開発建設部管内のエゾシカ衝突事故の特徴

釧路開発建設部管内におけるエゾシカとのロードキル

発生件数は全道で最も多く、令和元年度においては全道

で約2,000件の発生件数に対し、約600件と全体の約3割

を占める事故が確認された。中でも国道44号上での事故

が多数を占めており、他路線の事故件数と比べても顕著

であることがわかっている（図-3）。このうち、事故件

数が多い区間から優先的に侵入防止柵の設置が進められ

ており、柵が連続的に設置されている区間においてはロ

ードキルの減少が確認されている。

図-3 路線別のロードキル件数（令和元年度）

また、路面標示を行っている区間については、釧路開

発建設部管内の一般国道を運転するドライバーを対象と

したアンケート調査を行った結果、道路付属物として設

置されている警戒標識より周知効果があることがわかっ

ており（図-4）、一部区間においては、路面標示設置後

にロードキル件数が減少していることも確認されている。

しかしながら、開口部においては、路面標示を設置して

いる区間においても多数のロードキルが確認されており、

開口部区間における対策が課題となっている。

図-4 警戒標識と比較した路面標示の効果検証

3. 試行内容

このような開口部におけるエゾシカ衝突事故の減少に

向けて、ドライバーへの注意喚起の観点から新たな開口

部対策の検討を行い、路面標示の他に、動物検知システ

ムを活用し、開口部からのエゾシカの侵入をドライバー

に知らせて注意喚起する新たな事故対策を試行した（図

-5）。

図-5 動物検知システムのイメージ

（１）動物検知システムの概要

動物検知システムとは、センサーにより動物等を検知

し、ランプを点灯させることでドライバーへ動物の出現

を知らせるよう構築したシステムである。センサーは、

光を発する投光部と光を受信する受光部からなり、受光

可能な範囲や実際の受光状況を検証した結果、赤色光を

利用したアクティブセンサー（図-6）を採用した。また、

動物等がこのセンサー部を通過する際に光が遮断される

ことを利用して横断を検知しており（図-7）、本試行で

は雨等による誤検知を抑制するため0.25秒以上連続で光

が遮断された後、障害物が無くなった場合に「検知」と

判定することとしている。なお、システムを正常に作用

させるため投光部と受光部の距離は70m以内となるよう

配置することが望ましい。

これらのシステムを稼働させるための電力は出力55W

のソーラーパネル及び12V-72Ahの鉛蓄電池から供給して

おり、周囲に電源が無くとも稼働するシステムとした。

図-6 試行に利用されたアクティブセンサー
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図-7 動物検知システムのセンサー部の検知方法

（２）試行の詳細

本試行は平成27年度に現地の事前モニタリング調査を

実施し、平成28年度から平成30年度の3年にわたって実

施した。

試行場所については、ドライバーからの視認性が高い

直線区間に開口部が存在する箇所とした。なお、該当箇

所にて事前モニタリング調査としてビデオカメラ調査を

実施し、エゾシカの道路横断状況を調査した結果、1日

あたり約10個体のエゾシカが道路横断しており、実際に

1件の衝突事故が発生していた。さらに、開口部から侵

入したエゾシカが対面の開口部から脱出せず、道路内に

侵入する場合も確認されたことから、道路を直角に横断

させるため、開口部周辺にはふとんかご及び木杭の設置

を併せて行った（図-8）。

図-8 開口部周辺のイメージ

実施時期はエゾシカの移動期であり最もロードキルが

発生している秋期からの4週間とした。

本試行にあたっては、エゾシカのみを検知させるため

にエゾシカの胴体部分に合わせて地上高0.8mの位置に1

対のセンサーを設置することとし、エゾシカを検知した

際には、ドライバーへエゾシカの道路横断を周知する手

段として仮設看板の上部に設置した青色のランプを点滅

させた（図-9）。

試行結果の効果検証としては、システムの有効性及び

ドライバーへの注意喚起の観点から下記項目についてモ

ニタリングを行った。

①システムの全検知回数

②エゾシカがセンサーを通過した回数

③システムにて鹿を検知した回数

④ランプ点灯時及び非点当時における車の平均速度

なお、モニタリングの実施にあたっては、開口部付近

及び国道沿線にビデオカメラを設置し各項目の観測を行

った。

4. 試行結果

（１）システムの有効性

本試行におけるエゾシカの検知結果を表-1にまとめる。

平成28年度の試行においては、エゾシカの通過はほぼ

すべて検知したものの、植物の揺れ等を検知する誤検知

が頻発し、その回数が24.5回/日とシステムの全検知数

の7割以上を占める結果となった。

この問題を解決するため、平成29年度には地上高0.8m

と1.0mの位置に2対のセンサーを設置し、2対のセンサー

で同時に検知した場合にエゾシカを検知するよう改良を

行った。その結果、平成28年度と比べて、誤検知回数が

0.1回/日と大幅に減少したものの、エゾシカの検知率も

約5割に低下する結果となった。検知率が低くなった原

因として、エゾシカがセンサーを横断する際に頭を下げ

て移動する等といった行動をとることにより、片方のセ

ンサーに検知されなかったことが考えられる。このこと

から、エゾシカの検知については地上高0.8mが最適であ

ることがわかった。

それらを踏まえて平成30年度においては、センサーの

配置を上下2対のものから地上高0.8mのセンサーを植物

等の検知を避けるため0.4m離した状態で水平に2対設置

するよう再度改良（図-9）した。その結果、約9割のエ

ゾシカを検知し、誤検知回数についても0.7回/日と全検

知数の1割程まで低減することが可能になり、より効果

的なシステムとなった。

表-1 システムの検知状況の整理

H28年度 H29年度 H30年度

①システムの

全検知回数（回）
926 138 142

②シカがセンサーを

通過した回数（回）
241 266 133

③システムがシカを

検知した回数（回）
239 135 116

検知率（%） 99.2 50.8 87.2

誤検知回数（回）

日当たり回数（回/日）

割合（%）

687

24.5

74.2

3

0.1

2.2

19

0.7

13.4

※調査期間は各年度とも延べ28日間
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図-9 動物検知システムのセンサーの改良

（２）ドライバーへの注意喚起効果

本試行におけるでドライバーへの注意喚起効果につい

て表-2及び表-3にまとめる。

ドライバーへの注意喚起の効果については、平成28年

度においてはランプの視認性が日中と比べ夜間に悪く、

また、誤検知も多かったことからエゾシカの道路横断時

における車の平均速度に大きな変化は無かった。

夜間におけるランプの視認性を向上するため、平成29

年度においてはランプの色を黄色に変更し、既存の警戒

標識に付帯させるなど視認性を高める改良を行った（図

-10）。その結果、エゾシカの道路横断時における平均

速度は約10km程度低下し、ドライバーへの注意喚起効果

も向上が認められた。なお、平成30年度においては、秋

季から積雪があり、積雪量も多かったことから非点灯時

も平均速度が低下したものと考えられる。

さらに、平成30年度においてはドライバーに動物検知

システムを認知してもらうことで、試行の効果を高める

ことを目的に周知啓発用のチラシ及びポスターを作成し、

該当箇所を運転するドライバーへの周知を図った（図-

11）。配布場所については、システムの設置を行ってい

る箇所付近の「道の駅」を選定した。その結果、減速行

動をとるドライバーの増加が確認されたことから、動物

検知システムの周知を行うことによりさらなる効果が期

待できることがわかった。

図-10 使用した仮設看板と点滅状況

表-2 ドライバーへの注意喚起効果の整理

④車の平均速度（km/h） H28年度 H29年度 H30年度

ランプ点灯時 77.5 68.1 68.7

非点当時 77.0 74.6 70.5

表-3 通過車両の減速行動

H28年度 H29年度 H30年度

ランプ点滅時の

通過車両（台）
226 73 82

ブレーキで減速した

車両台数（台）

割合（%）

36

15.9

18

24.7

25

30.4

※調査期間は各年度とも延べ28日間

図-11 「道の駅」における周知状況

5. おわりに

自然豊かな地域であり、多種多様な動植物が生息する

釧路根室地域では、安心、安全な交通環境の確保の為に

野生生物へ対する対策が必要不可欠である。本試行は、

その中でもエゾシカに着目し野生生物が道路を横断する

ことに対し、ドライバーへ注意喚起を行うことでロード

キルの件数を減らすことを趣旨として行ったものである。

本試行の結果より、直線区間における開口部対策とし

て動物検知システムの活用が十分有効であることが確認

できた。また、ドライバーへの周知がなされることでよ

り高い減速効果が得られる結果となったことから、シス

テムの周知を徹底することで更なる効果が期待される。

釧路開発建設部管内における開口部は試行箇所のよう

な直線区間のみならず、道路同士が交差する交差路部に

おいても存在している。そのため、管内のロードキル件

数の減少へ向けて、今後はこのような交差点部において

のシステムの有効性について引き続き検証を重ねて参り

たい。
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