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まえがき  

網走開発建設部管内の各路線においては、近年エゾシカをはじめとするロードキル

が発生しており、これまで一部区間については防鹿柵の設置等のハード的な対策を進

めてきた。しかしながら近年、事故の発生地点が広域化する傾向にあり、注意喚起等

のソフト的な対策の実施が求められている。 

  網走開発建設部では、ロードキルの記録作業を効率的に行うと共に、リアルタイム

な動物事故情報の提供により、道路利用者へ注意喚起を行い、交通事故の削減を図る

ことを目的に、ＧＰＳ携帯電話を用いた動物事故処理記録収集システムを開発し、試

験運用を行っている。 

 本稿は、このシステムの開発経緯や今後の方向性等について報告するものである。  
１ 近年のロードキル発生状況  
(1)ロードキル件数の種別割合 

 網走管内の国道で記録されたロードキル件

数は、平成 7 年度から 18 年度までの 12 年間

で 3,159 件であり、この種別割合を示したの

が 図 -1 で あ る 。 最 も 多 い 動 物 は エ ゾ シ カ

（ 36％  1,097 件 ） で あ り 、 次 い で キ ツ ネ

（ 24％ 726 件）、鳥類（ 21％ 628 件）とな

っている。  
(2)エゾシカロードキルの経年・経月状況  
 管内で最も事故が多いエゾシカについてみると、平成 12 年度以降増加傾向にあり、

平成 16 年度には 200 件にも達し、平成 7 年度の約 7 倍にまで急増している。  
 また、エゾシカのロードキル発生状況を月別にみると、春と秋に多く発生している

ことがわかる。  
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図-2 エゾシカロードキルの経年変化 図-3 エゾシカロードキルの月別発生状況  
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図-1 ロードキル件数の種別割合
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表-1 現行の動物処理記録の作業内容  

表-2 現行の動物処理記録の課題  

図-4 動物事故処理記録収集システムの概要

２ 現行のロードキルデータ記録方法と課題  
 現在、事故にあった野生動物の処理及

びその記録については、表-1 に示すよう

に、主に維持工事受託業者が現地で死体

処理を行う際に写真を撮影し、それらを

事務所に戻ってから日報に整理している。 
 ここで、効率的なロードキル情報の収

集・提供を行うための現行の作業におけ

る課題を整理したものを表-2 に示す。デ

ータの記録・集計作業の効率化とロード

キ ル 発 生 状 況 の リ ア ル タ イ ム な 情 報 収

集・発信が課題となる。また、その対応

策としては現地で容易にデータ入力が可

能で、それが自動的に集計されるような

システムが考えられる。更に、ＧＰＳの

活用により正確な位置情報を簡易な操作

で取得できれば、道路利用者への情報発信も容易になると考えられる。  
３ ＧＰＳ携帯電話を用いたロードキルデータ記録の効率化  
(1)  動物事故処理記録収集システムの概要 

 上記に示した課題を解決することを

目的に開発した「ＧＰＳ携帯電話を用

いた動物事故処理記録収集システム」

の概要を図-4 に示す。 

 システムはデータ収集とホームペー

ジによる情報提供に分けられ、現地に

おけるデータ収集にはカメラ機能付Ｇ

ＰＳ携帯電話を用いている。 

 現地での作業の流れは、①携帯電話

のカメラを用いて動物を撮影、②写真

にＧＰＳの位置情報を付加して保存、

③日時や動物の種類など基本的なデー

タを入力（ｉアプリを活用したシステム入力）、④保存した写真を添付してサーバへ送

信である。 

 データは専用サーバに蓄積され、維持管理データとして道路管理者が閲覧できる他

道路利用者へも注意喚起情報として提供する事が出来る。 

(2)  システム構築に関する検討  
 ここで、これらのシステムを構築するにあたって考慮した内容について述べる。  
①現地作業の負担軽減  

現行の野生動物処理記録の作業内容

現場作業
・動物死体処理
・作業状況の写真撮影（デジタルカメラ）

事務所作業
・日報への記録
　（日時、路線、距離標、動物の種類など）
・写真整理

現行の野生動物処理記録の課題

問題点

・事務所での日報の記録作業にやや手間
がかかる
・道路事務所等へ報告する際にデータの集
計作業が必要
・ドライバーへ発生日時や場所のリアルタイ
ムな情報提供ができない

課題
・記録、集計作業の軽減
・ロードキル発生状況のリアルタイムな情報
収集と発信

対応策

・現地における処理作業時にデータを容易
に入力できる、リアルタイムなデータ収集シ
ステムの作成
・ＧＰＳによる正確な位置情報の取得



図-5 i アプリによるデータ入力画面  

 現地では一つの機器で写真撮影、データ

入力・送信が出来、かつ携帯・操作が容易

となるよう、カメラ機能、ＧＰＳ機能及び

i アプリ機能の付いた携帯電話を用いるこ

ととした。また、現地での操作を容易にす

るため、入力はできるだけプルダウン方式

で行えるようにしている（図-5 参照）。  
 なお、入力項目は表-3 に示すとおりであ

り、必須 4 項目のうち 3 項目についてはプ

ルダウンによる入力が可能となっている。 
②写真撮影と位置情報  
 ＧＰＳ携帯電話の機能を有効に活用し、

写真撮影時に緯度経度情報もその写真に

付加して保存している。この位置情報付

き写真を入力したデータに添付して送信

することにより、現地での作業が完了す

ることとなる。  
③携帯電話の識別  
 データの送信元の把握を行うために、

データ送信時にその携帯電話の電話番号も自動的に送信されるようにしている。  
 以上、システムを構築する際に考慮した内容について述べたが、これらにより、必

要なデータを全て網羅しながら、現地におけるデータ入力・送信作業にかかる時間は

概ね 5 分程度となっており、現状の維持作業の負担とならない程度で終了することが

出来ていると考えている。また、事務所に戻ってからのデータ集計や写真整理等の作

業が必要なくなることから、今後のデータ活用策の確立次第で維持作業そのものの効

率化にもつながるものと考えている。  
４ ロードキルデータの利用  
(1)ドライバーへの情報提供  
 本システムの大きな利点は、リアルタ

イムの情報提供が可能であることである。 
現在でも図-6 に示すように、エゾシカ

との衝突事故が多く発生している箇所に

ついてホームページやリーフレット等で

の情報提供を行っているところである。

しかしながら、ロードキルの発生箇所は

図 -7 に示すように近年大きく変化して

おり、過去において事故の少ない地点で

も、近年急激に増加している箇所も多くみられる。そこで、可能な限りリアルタイム

のデータを提供することがドライバーへの注意喚起には重要であると考えられる。  

表-3 携帯電話（ｉアプリ）の入力項目

図-6 現在のエゾシカ事故状況の情報提供



図-9 ポップアップ表示状況  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      （平成 7 年度）           （平成 16 年度）  
 

そこで、道路利用者へのリアルタイム

なロードキル発生状況の情報提供を目指

し、現在、図-8 に示すようなホームペー

ジを試験的に作成している。これは、Ｇ

ＰＳ携帯電話から送信されたデータより、

地図上にロードキル発生地点を自動的に

プロットできるものである。ここに表示

されるロードキル発生地点は、ＧＰＳ携

帯電話からデータが送られることにより

自動的に更新されるため、リアルタイム

性が高いものとなっている。  
 なお、地図上に表示されるロードキル

発生地点は、1 週間以内、1 ヶ月以内、1

年以内、全てのいずれかを選択出来るよ

うになっており、マウスをポイントに合

わせることにより各ポイントの事故の発

生日と国道名を知ることが出来る（図  
-9 参照）。  
(2)道路管理者としての利用  
 道路管理者用のページでは、他の情報

も確認できるようになっており、また、

それぞれのポイントをクリックすること

により写真も表示できる（図-10 参照）。

これにより、ロードキル全体の件数が把握できると共に、種類別の発生状況も確認で

き、今後の道路整備などにも役立てることが可能となると考えられる。  
おわりに  

本システムでは、野生動物（特にエゾシカ）との衝突事故に関する記録作業の効率

化とリアルタイムでの情報提供を目的として作成した。しかしながら、今後このシス

図-8 道路利用者用情報提供画面  

-エゾシカ事故処理地点
（平成7年度）

1件
2件
3件

-エゾシカ事故処理地点
（平成16年度）

1件
2件
3 - 4件
5 - 7件

図-7 エゾシカ事故発生状況の変化  



図-10 道路管理者用情報提供画面  

図-11 観光情報等への応用イメージ  

テムをより効果的に運用していくには、

以下の課題について検討していく必要が

あると考えられる。  
①道路維持作業を軽減するためのデータ

活用と他方面への応用  
 本システムの活用により、ロードキル

情報収集に関しては作業軽減が図られる

と考えられるが、現状では従来の維持作

業にこのシステムによる作業が加わって

いる状況である。このため、道路の維持

管理の業務全体で実質的な作業軽減につ

ながるよう、本システムで得られるデー

タを道路維持管理に有効に活用するため

の検討が重要となる。  
また、現在は本システムはロードキル

情報の収集・提供用として作成している

が、「位置情報付き写真の取得」と「簡易

なデータ入力・送信」を組み合わせたシ

ステムは、道路に関する各種情報の他、

観光・景観情報の収集提供など、他方面

への適用の可能性を秘めていることから、今後、さらに本システムを基本とした多方

面での利用の可能性について検討していく予定である。  
②情報提供方法の工夫  

現在は、ロードキル情報の道路利用者への提供を想定し試験的にホームページを作

成しているが、より多くの道路利用者へ多様かつリアルタイムな情報提供を考えた場

合、道の駅情報端末、携帯メール、カーナビなどの情報提供の可能性についても検討

していく必要がある。  
③システムの使用データ等の検討  

現在は、情報提供用ホームページの地図データは、無料配布されている国土地理院

の電子国土ポータルを使用しているが、地図の精度、見易さ、画面の操作性にやや問

題があり、また、閲覧にはプラグインのインストールが必要であるなど、道路利用者

向けの情報提供には課題がある状況である。これを踏まえ、今後の本格運用に向けて

はより見やすいＧＩＳ地図データ（ Google マップなど）の導入を検討することが望

ましいと考えている。  
 また、現状では維持業者に本システムで使用する携帯電話を貸与しているが、維持

業者等が現在使用している携帯電話にｉアプリをダウンロードすることができればよ

り効率的と考えられる。一方で、管内には携帯電話不感地帯があり、携帯電話の機種

によっては圏外ではＧＰＳも使用できないものがあることから、不感地帯の解消状況

も踏まえつつ、情報収集に適した使用機種の選定についても検討していく必要がある。 


