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INENE2020 概要

日時：2021年1月12日～14日

場所：オンライン、ポルトガル・エヴォラ大学（Universidade de Évora）

目的：IENEは世界の線形インフラストラクチャの計画と管理に携わる人々の経験を共有し、インフラの持続可能性を高めることを
目指しています。会議の焦点は交通インフラですが、電力線など他の線形インフラも検討されます。これらのインフラが自然保護
にもたらす影響と機会、緩和とモニタリングにおける成功と失敗について、そして、新しい考え方とテクノロジーがインフラと周
囲の環境をよりよく調和させる方法を予測します。持続可能な解決策を推進する上での立法、資金調達、市民社会の関与の役割に
ついて活発に議論されます。最後に、線形インフラストラクチャと生物多様性のバランスに関連する課題を克服するために、関係
を強化します。

背景：IENE（Intra Eco Network Europa）は、インフラストラクチャとエコロジーのさまざまな分野の専門家のネットワークで、
1996年に設立されました。COVID-19の状況により延期となったIENE 2020国際会議「ライフライン – エコロジカルソリューション
を備えた線形インフラネットワーク」は2021年1月12日から14日の間にオンラインで開催されます。
公式サイト：http://www.iene.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/infraeconetworkeurope/

『ライフラインプロジェクト』とはIENE2020のキーワードである『ライフライン』に関するプロジェクトとして、ポルトガルとスペインのインフラスト
ラクチャ（鉄道や高電圧電気）が野生動物へ与える悪影響の緩和のための評価、実証、モニタリングを実施する取り組みです。このプロジェクトでは、
野生動物のロードキルの記録とデータ収集、交通事故と個体群への影響、分断化対策、動物の移動経路の確保、安全な交通とミティゲーション、生物多様
性オフセット、海外事例、より良いインフラのための計画論などが公開されています。また、インフラストラクチャの影響を緩和するための、生物の避難
所や緑のコリドーとしてのグリーンインフラストラクチャーの貢献についても検討されています。
『ライフラインプロジェクト』公式ビデオ（英語字幕あり）： https://lifelines.uevora.pt/?lang=en
関連動画（ポルトガル語）：https://vimeo.com/user48795863

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
カンフェレスの動画はYoutubeをご覧ください（限定公開）https://www.youtube.com/playlist?list=PL65xzxtBYNUJu3Gv9Y8iVMsk6bYiH5gmK英語の字幕表示と文字起こしのテキスト表示が可能です。再生速度の変更も可能です。Youtubeの再生設定でご確認ください。

https://www.facebook.com/infraeconetworkeurope/


IENE2020 スケジュール IENE2020 プログラムダウンロード：
https://www.iene2020.info/downloads/Programme_IENE.pdf



プログラム概要 1
https://www.iene2020.info/themes.html

線形インフラストラクチャの影響評価、軽減、モニタリングのための革新的なソリューション
野生生物のより良い保護とモニタリングを可能にする革新的な技術とデバイスとして、ドローン、ロボット、人工知能は、
より簡単で自動化されたソリューションです。新しいモデリング技術に関連する利用可能な大規模なデータセット、よりア
クセスしやすい高解像度のリモートセンシングデータ、および遺伝学の広範な使用により、線形インフラストラクチャと生
物多様性の間の相互作用を今まで以上に迅速に理解することができます。さまざまなタイプのインフラストラクチャ間での
生態学的緩和のより良い統合を含む計画を改善するために使用できる強力なツールを所有しています。革新的なソリューシ
ョンとその統合に関連する課題と機会は、会議の主要なテーマの1つです。

線形インフラストラクチャに関連する生息地の課題と機会
線形インフラに関連する植生地域（道路の端など）は、植物相や小さな動物相、特に住みにくい荒廃した地域を横断する場
合の重要な避難所になる可能性があります。形状と範囲によっては、これら生息地はリンケージエリアとして重要な役割を
果たすことができ、ヨーロッパのグリーン・インフラの支柱となる可能性が高いです。しかし、これら生息地をコリドーや
生物多様性の避難所として展開することは、死亡リスクが高い地域に動物を引き付けるため、困難です。さらに、輸送イン
フラでは、これらの地域は外来種の定着と拡散の影響を特に受けやすくなっています。したがって、線形インフラスに関す
る生息地を保全目的でどこでどのように使用するか、そしてそれらを気候変動に対して回復力を持たせる方法は重要な課題
です。私たちは、生物多様性保全のためにこれらの分野を選択および管理するためのベストプラクティスガイドラインの作
成に貢献することを目指しています。

線形インフラストラクチャ・エコロジー
道路/鉄道での殺害、鳥の感電死、送電線との衝突、バリア効果に関連する非自然死亡率、およびそれらが集団の生存率に
与える影響は、効率的な緩和を強化するための重要な問題です。より現実的な推定を可能にする、検出可能性および死骸の
持続性を含む死亡率を推定するためのモデルがますます使用されています。接続性モデリングと遺伝子解析は、バリア効果
に適切に対処するための強力なツールであり、グローバルな最適化プログラムの定義に大いに役立つ可能性があります。新
しい再生可能エネルギー源を含むエネルギーインフラストラクチャーの普及と、あらゆるタイプのインフラストラクチャー
にわたるグローバルな緩和ソリューションの必要性は、包括的な戦略が必要な緊急の課題です。研究ネットワークの確立、
ガイドラインの作成と実践者のトレーニングは、緩和とモニタリングに関連するベストプラクティスの普及を促進します。
さらに、正式なコラボレーションとデータ収集および手順の標準化により、知識と実践がさらに向上する可能性があります。
これらの問題は、線形インフラ・エコロジーに特化したセッションで詳細に取り上げられます。



プログラム概要 2
https://www.iene2020.info/themes.html

市民科学と市民社会の関与
スマホの世界的普及は、環境および生物多様性データを収集する大きな機会です。市民が手元でデータを作成できますが、このデータの取
得、検証、および使用は依然として激しい議論の問題です。市民社会は、持続可能なインフラストラクチャを実装する際の明日のアジェン
ダを設計する環境と保全の議論にますます関与しています。影響を軽減するための投資の必要性は、それほど明白ではありませんが（侵入
分散、バリア効果、小さな動物相の殺害など）過小評価されており、この状況を逆転させるための戦略的コミュニケーション計画を策定す
る必要があります。

線形インフラストラクチャの資金調達
今後10年間で、多くの将来の輸送とその他の線形インフラストラクチャの開発が、生物多様性に富んだ発展途上国で行われる予定です。こ
れらのインフラストラクチャの開発が持続可能な道をたどることを保証することは、世界の野生生物保護にとって最も重要であり、資金の
利用可能性の基準を表す必要があります。既存の線形インフラストラクチャを適応させる場合、「生物多様性にやさしい」ことも同様に投
資の前提条件となるはずです。これらの質問は、インフラストラクチャーの資金調達に関する会議セッションの枠組みを描きます。

立法と政策
多くの国で、持続可能性の目標は、活動のすべてのセクターに徐々に統合されています。しかし、この目標の達成の政策の効果的な実施は
まだ始まったばかりです。生物多様性の低下を防ぐために使用される2つの主要な戦略は、純損失の政策や補償制度ではありません。ただ
し、どの指標を使用すべきか、それらを法律にうまく含める方法など、生物多様性の損失と利益を効果的に評価する方法については、多く
の疑問が残ります。また、生物多様性の保全と持続可能な開発に関するCOP 15とヨーロッパおよびCBDのガイドラインに対処するために、
線形インフラストラクチャの設計者と管理者に新たな課題が提起されています。

線形インフラストラクチャネットワークでのエコロジカルソリューションの複製（LIFE LINES最終セミナー）
このトピックは、IENE2020国際会議に統合されているLIFELINESプロジェクトの最終セミナーのメインテーマになります。世界中のほと
んどの線形インフラス・ネットワークは、環境影響評価ポリシーの普及と強制的な実装の以前に構築されました。したがって、これらのイ
ンフラの多くは、生物多様性保全の問題と結びつく準備ができておらず、適応させる必要があります。多くの場合、シンプルで安価なソリ
ューションを使用して、古いインフラの環境パフォーマンスを向上させることができます。線形インフラの生態学的影響を軽減するために
頻繁に実装されるアクション/適応の成功と失敗、および成功したことが証明されたソリューションの広範な普及を促進するための戦略に
ついて説明します。



プログラム1日目
2021年1月12日（火）



イントロダクション

イントロダクション
エヴォラ大学 生物学者Antonio Mira氏によるIENE 2020紹介

ウエルカムセッション
エヴォラ大学Antonio Mira、学部長Ana Costa Freitas氏らによる本会議の趣旨とウエ
ルカムメッセージ。さらに、ACLIE (African Conference for Linear Infrastructure 
and ecology-線形インフラストラクチャとエコロジーのためのアフリカ会議) 、
ANET(Australian Network for ecology and transportation - 生態学と交通のためのオ
ーストラリアのネットワーク)のRodney氏による活動紹介、カリフォルニア州立大デ
ービス校によるオンラインカンファレンス「エコロジーと交通」（日時：2021/9/ 
21-3)の案内など。

動画あり



基調講演 I ：交通インフラの生態学的影響を評価するための分子ツール

講演者：Niko Balkenhol, University of Goettingen

タイトル：交通インフラの生態学的影響を評価するための分子ツール
(Molecular tools to assess the ecological impacts of transportation infrastructures)

概要：分子ツールは、生態学的および生物学的研究において基本的な質問と応用的な質問に対処するためにますます使用されています。

ここでは、さまざまな方法の概要を説明します。分子データは、輸送インフラストラクチャの生態学的影響を評価およびモニタリングするのに役立ちます。

最初に、遺伝的道路効果に関する現在の理解の要約を提供します。そして、そのような影響を検出するための分析能力について。具体的には、その遺伝的障壁を示します。効
果は非常に変化しやすく、特性や状況に依存し、そのような効果を定量化することは、利用可能なデータの空間的および時間的分布に強く影響されることを説明します。シミ
ュレーション結果とさまざまな野生生物種からの実証的研究を通じて指摘します。

第二に、バリア緩和策をモニタリングするために遺伝子データの使用を増やすことを求めます。オーバーパスまたはアンダーパスとして。いくつかのケーススタディは遺伝の
有用性を証明していますが、そのような緩和策の有効性を評価するためのデータ、私たちは分子を適用する必要があります。このコンテキストで、より長い時間スケールでよ
り日常的にアプローチします。

第三に、分子ツールが、輸送の他の生態学的影響についての理解を大幅に高めることができるかについてレビューします。インフラストラクチャ、つまり、動きに対する障壁
効果を超えた影響と遺伝子流動。たとえば、非侵襲的な遺伝子サンプリングまたは環境DNA（eDNA）はとらえどころのない種を検出するのに役立ち、したがって、輸送方法
を評価するための新しい機会を提供します。インフラストラクチャは、コミュニティ全体の分布や存在量に影響を与えます。

最後に、交通インフラも進化の結果をもたらす可能性があることを強調します。それらは管理と保全に非常に関連しています。

いくつかの質問：
● 分子ツールを使用して、植物種のバリア効果（インフラストラクチャによる）を推測する研究はありますか？
● 遺伝子を使用してデフラグプログラムを作成し、どこでどの野生生物のオクリドーを優先するかを決定できますか？これにはどのくらいの時間（年）とお金がかかり

ますか。
● マイクロサテライトマーカーは、このタイプの研究で長い間使用されてきました。ラボ技術の最近の開発により、これらの種類の研究（バリアの分子検出）と同じま

たはより低いコストでより高い効率（つまり、さらに細かい地理的または時間的スケールでバリアを検出する可能性）を提供する「新しい」マーカーが登場していま
すか？効果）？

● 注：ヒグマによる巣穴の場所の選択に関して、ヤマネコに提示したものと非常によく似たパターンを公開しました。スカンジナビアのヒグマは、デンサイトを選択す
る際に中規模の道路に近いエリアを避けます。これはおそらく、人間の妨害の原因であり、冬のアクセスが容易であり（耕作されているため）、比較的高い交通量を
提供します。 （Elfströmetal2008 Wildlife Biology）

動画あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
内容：遺伝子研究によりデータサンプリングが容易に、遺伝距離と母集団のサンプリング、移動、障害、個体の分散についてなど



講演者：ロードエコロジー研究者 フェルナンダZ.T.、エコロジー大学院/ UFRGS、ブラジル
（FernandaZ Teixeira、Graduate Program in Ecology UFRGS）

タイトル：ラテンアメリカにおける道路と鉄道のエコロジーの課題と進歩
Challenges and advances of road and railway ecology in Latin America

概要：

横断通路の使用と有効性の評価は、通常期間が制限されており、構造物の寿命の早い段階で行われます。私たちは、亜熱帯オース
トラリアの主要な完全植生の動物相の陸橋を15年間継続的にモニタリングしてきました。

これには、陸生哺乳類、樹上哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、そして最近では特定のコウモリの研究が含まれています。この間、
構造物に生えている植生は劇的に発達し、道路の両側の森に似たものになりました。包括的な動物相調査に加えて、私たちは最近、
夏の60日以上にわたって昼夜を問わず継続的に構造を使用して、すべての陸生動物相を効果的に検出することを目的とした集中カ
メラトラップ・プログラムを開発しました。

このアプローチは、個々の動き、横断率、種の豊富さ、および侵入捕食者の使用に関する信頼できる定量的データを提供するべく
設計されました。配置には、調査中に6回だけ、毎週チェックされた合計22台の餌なしカメラが含まれています（カードとバッテリ
ーを交換するため）。 これにより25種（哺乳類16種、鳥類6種、草食動物3種）からなる合計518頭の個体が検出された。個々の動
物のほぼ20％は侵入種、特にアカギツネでした。 2005年のモニタリング開始以来、種の豊富さは23％増加しました。重要なことに、
このアプローチにより、いくつかの重要な種、最も重要なこととして、周囲の保全の懸念の主な哺乳類種であるコアラの個体によ
る横断の確認が可能になりました。この革新により、捕獲や関連する妨害を必要とせずに、影響を受けやすい種や希少種の個体を
認識することができました。この調査はまた、長期間にわたる交差構造の動物相使用の変化に対する重要な洞察を提供しました。

基調講演 I I：ラテンアメリカにおける道路と鉄道のエコロジーの課題と進歩
動画あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
概要：ラテンアメリカを中心とした次のトピックスについて解説。道路が分布数に与える影響ミティゲーションの効果を知る方法次のステップへの戦略



プレゼンテーション：野生生物と線形インフラストラクチャの相互作用：フィールドモニタリング
と生態学的ソリューション 1 (Wildlife and Linear Infrastructure Interactions: Field Monitoring and Ecological 
Solutions 1）

● ライン上流、ドナウ、イン河におけるインフラストラクチャ、人間活動と生物多様性の共進化の事例
Andreas Huber, European Institute for Energy Research
Infrastructures,human activities and biodiversity in co evolution the examples of Upper Rhine, Danube and Inn

● Ailantexを使用した線形インフラストラクチャに沿った侵略的なニワウルシの科学生物学的制御
Erhard Halmschlager, University of Natural Resources and Life
Sciences Biological control of invasive Tree of Heaven Ailanthus altissima along linear infrastructures using Ailantex ®

● 市民参加により、ポーランドの道路寸前のグリーンインフラストラクチャの品質が向上
PiotrTyszko Chmielowiec, Foundation for Sustainable Development
Citizen participation improves the quality of green infrastructure at road verges in Poland

● フランス、バランの農業平野における雨水池の両生類群集の分布を促進する要因の研究事例
Jonathan Jumeau, Université de Strasbourg
Factors driving the distribution of an amphibian community in stormwater ponds a study case in the agricultural plain of the Bas Rhin, France

● オンラインの「野生生物と交通」ハンドブックの輸送インフラストラクチャの新しい章での生態学的資産の維持
Carme Rosell, MINUARTIA University of Barcelona
Maintenance of ecological asset on transport infrastructure new chapter in the online ‘Wildlife and Traffic’ handbook

● TransportEcology info ’環境に優しい線形インフラストラクチャで情報、知識、経験をグローバルに共有するためのオンラインのオープンアクセス
リソース
Rodney van der Ree, WSP Australia Pty Ltd Ecology and Infrastructure International Pty Ltd Introducing ‘www TransportEcology info’
An online, open access resource to globally share information, knowledge and experience in ecologically friendly linear infrastructure

動画あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Assessing the use and effectiveness of crossing passages is typically limited in duration and typically occurs early in the life of the structure. We have been actively monitoring a major fully-vegetated fauna overpass in subtropical Australia continuously for 15 years.This has included specific studies of terrestrial mammals, arboreal mammals, birds, reptiles and amphibians and most recently, microbats. During this time, the planted vegetation growing on the structure has developed dramatically to now closely resemblethat of the forests on either side of the road. As well as the comprehensive fauna surveys, we have recently pioneered an intensive camera trapping program which aimed to detect effectively all terrestrial fauna using the structure continuously throughout the day and night for over a 60 day period in summer. This approach was designed to provide reliable quantitative data on individual movements, crossing rates, species richness and use by invasive predators. The array included a total of 22 non-baited cameraswhich were checked weekly (to replace cards and batteries), only six times during the study. A total of 518 individual animals were detected, comprising 25 species (16 mammals, 6 birds and 3 herptiles). Almost 20% of individual animals were invasive species, especially red foxes. There was a 23% increase in species richness since the start of monitoring in 2005. Significantly, this approach enabled the confirmation of crossings by individuals of several significant species, most importantly, the koala which is the main mammal species of conservation concern in the surrounding reserve. This innovation allowed recognition of individuals of sensitive or rare species without the need for capture and related disturbance. This investigation also provided important insights into the changes in fauna use of a crossing structure over a prolonged period.



● フランスにおける、無線遠隔測定とRFID PITタグ付け技術を使用した、魚の接続性に対する高速道路での
ミティゲーション手法の影響の評価
Yann Abdallah, SCIMABIO Interface, Evaluating the impacts of highway mitigation measures for fish 
connectivity using radio telemetry and RFID PIT tagging technologies in France

● リモートセンシングによる道路沿いの外来種の拡大のモニタリング
Neftalí Sillero, Centro de Investigação em Ciências Geo Espaciais, Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto. Monitoring the expansion of alien species along roads with remote sensing

● ロードキルを検出するためのモバイル・マッピング・システム（MMS2)
Neftalí Sillero, Universidade do Porto, Portugal, Mobile mapping system (MMS 2) for detecting 
Roadkills

● 爬虫両棲類の野生生物の囲いを改善して効果を確保する実装：グローバル・ミティゲーションのケースス
タディの分析
Steve Bega, Animex Fencing, Improving Wildlife Fencing for Herpetofauna to Ensure Effective 
Implementation:  An Analysis of Global Mitigation Case Studies

● ホットスポットの空間安定性に対するWVCの過少報告のシミュレーション
Michal Bíl, Transport Research Centre, Brno, Czech Republic, A simulation of WVC underreporting to 
hotspot spatial stability

いくつかの質問
● リモートセンシングの結果は、侵入植物を管理するために道路機関によってまだ実施されていますか？
● スティーブ・ベガへの質問：あなたはいつも障壁の上部に垂直/曲線の部分を含めませんか？
● スティーブ、アニメックスフェンスとコンクリート/金属フェンスを比較しましたか？ 材料は道路のメンテ

ナンス作業（草刈り、除雪）に十分な耐久性があり、塩分や紫外線に耐性がありますか？
● カメラが検出できる平均最小サイズはどれくらいですか。 若い生き物はどうですか？

プレゼンテーション：
野生生物と線形インフラストラクチャの相互作用：フィールドモニタリングと生態学的ソリューション 1 
(Wildlife and Linear Infrastructure Interactions: Field Monitoring and Ecological Solutions 1）

動画あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
have these results of remote sensing been impemented yet by road agencies to manage invasive plants ?Question to Steve Bega- Don't you always include a perpendicular/curve part at the top of the barriers?Steve, have you compared animex fences versus concrete/metal fences? Is material durable enough for road maintenance works (mowing, snow removal) and resistant to salt & UV?what is the average minimal size your camera can detect. I think about juveniles ?



ワークショップ：野生生物に優しいインフラを促進するためのNGOの役割の推進
動画あり（一部）

講演者： ロードエコロジー研究者 フェルナンダZ.T.、エコロジー大学院/ UFRGS、ブラジル （FernandaZ Teixeira、Graduate Program in Ecology UFRGS）
タイトル： Workshop: Advancing the Role of NGOs to Promote Wildlife-friendly Infrastructure

概要： 線形・輸送インフラストラクチャ（道路、鉄道、運河）は、世界の断片化と生物多様性の損失の主な原因です。ますます多くの個人や機関が、この傾向を
逆転させることができるソリューションを提供するために、常に調整された方法ではありませんが、非公式に協力しています。特に非政府組織（NGO）は、交通イ
ンフラの社会的、経済的、文化的、環境的影響に対処する上で重要な役割を果たすことができます。 IENEの内外で、持続可能な輸送やその他の線形インフラのため
の初期の国際戦略などの継続的な取り組みを認めることで、NGOの連合はこれらのイニシアチブを強化および補完することができます。 NGOは、政府、学界、民間
部門がしばしばできない重要な役割を果たします。 NGOは、草の根の組織化、資金調達、提言、メディアへの関与、およびその他の働きかけの手法に関する専門知
識を使用して、意思決定に情報を提供し、変化を提唱し、透明性と説明責任を推進できます。
このワークショップは、これらの強みに基づいて、NGOやその他の利害関係者が取り組みを調整するためのプラットフォームを提供します。議論は、インフラの悪
影響を減らすために、コラボレーションがどのように積極的なポリシー、適切な法的枠組み、より良い計画、革新的な科学ベースのソリューションを推進する取り
組みを強化および加速できるかに焦点を当てます。生態系と社会について。このワークショップには、これまでのインフラへの影響に対処するためのさまざまな
NGOからのプレゼンテーションが含まれ、その後、NGO、政府がパネルディスカッションを行います。
代表者と聴衆のメンバーは、野生生物に優しいインフラのイニシアチブ、ポリシー、および実践を提唱する際のNGOの役割を強化するための課題と機会について話
し合います。共同進行役とプレゼンターが会話を主導します これは、より調整されたNGOコミュニティの必要性について詳しく述べています。政府および学術パ
ートナーも、NGOが果たすことができる役割についての見解を提供します。ワークショップの参加者は、関与の機会、行動の優先順位、およびスマート・グリー
ン・インフラストラクチャのためのNGOのグローバルネットワークの構築を刺激することができる望ましい結果について話し合います。

ワークショップの構成（合計90分）
● NGOプレゼンテーション：30分

● KateNewman＆Nilanga Jayasinghe（世界自然保護基金-米国）,
● ウェンディコリンソン（絶滅危惧野生生物トラスト、南アフリカ）
● RobAment（大規模景観保全センター、米国モンタナ州）

● スピーカーパネルと聴衆のQ＆A：30分
● NGO：Kate Newman、Nilanga Jayasinghe、Wendy Collinson、Rob Ament
● 政府：Yannick Autret（フランス環境省、持続可能な開発とエネルギー）
● ánKadlečík（スロバキア共和国の州自然保護区）
● 学術機関の代表者1名

● ブレイクアウトグループディスカッション：15分
● グループ全体のディスカッション：関与の機会、行動の優先順位：15分

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Linear transport infrastructure - roads, railways, and canals - is a major cause of fragmentation and biodiversity loss around the world. A growing number of individuals and institutions have been collaborating informally, albeit not always in a coordinated manner, to provide solutions that can reverse this trend. Non governmental organizations (NGOs) in particular, can play a significant role in addressing the social, economic, cultural, and environmental effects of transport infrastructure. Acknowledging ongoing efforts, such as the nascent International Strategy for Sustainable Transport and Other Linear Infrastructure, both within and outside of IENE, a coalition of NGOs can reinforce and complement these initiatives. NGOs play a crucial role that governments, academia and the private sector often cannot. Using their expertise in grassroots organizing, fundraising, advocacy, media engagement, and other outreach approaches, NGOs can inform decision-making, advocate for change, and push for transparency and accountability. Building on these strengths, this workshop provides a platform for NGOs and other stakeholders to align their efforts. Discussions will focus on how collaboration can enhance and accelerate efforts to advance proactive policies, appropriate legal frameworks, better planning, and innovative science-based solutions to reduce the adverse impacts of infrastructureon ecosystems and society. This workshop will include presentations from various NGOs on their work to address infrastructure impacts to date followed by a panel discussion where NGOs, governmentrepresentatives and members of the audience will discuss the challenges and opportunities for strengthening the role of NGOs in advocating for wildlife-friendly infrastructure initiatives, policies and practices. Co-facilitators and presenters will lead a conversationthat elaborates on the need for a more coordinated NGO community. Government and academic partners will also provide their perspectives on the roles that NGOs can play.Workshop participants will discuss opportunities for engagement, priorities for action, and desired outcomes that can inspire the creation of a global network of NGOs for smart green infrastructure.



ポスター展示

カテゴリー
● 線形インフラストラクチャの影響の評価、軽減、およびモニタリングのため

の革新的なソリューション
● 線形インフラストラクチャに関連する生息地の課題と機会
● 線形インフラストラクチャエコロジー
● 市民科学と市民社会の関与
● 法律と政策

● Innovative Solutions for Linear Infrastructure Impact Assessment, 
Mitigation and Monitoring

● Challenges and Opportunities for Habitats Related to Linear 
Infrastructures

● Linear Infrastructure Ecology
● Citizen Science and the Involvement of civil society
● Legislation and Policy

一般社団法人 北海道開発技術センター：
Fumihiro Hara Hokkaido Development 
Engineering Center Development of a 
Video Image Analysis System for 
Reducing Operation on Surveys of Wildlife 
Behavior

ポスターセクション

動画あり（操作画面）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Innovative Solutions for Linear Infrastructure Impact Assessment, Mitigation and MonitoringCélia Lhérondel Naturalia environnement Avignon FRAWildlife crossing structures aid bats with a high risk collision to cross　the road safelyCarlos Henrique de Freitas University Center of Araxá, Institute of Environmental Engineering Use of drainage pipes as underpasses by wild mammals in Southeast BrazilEdgar A van der Grift Wageningen Environmental Research, Wageningen University and ResearchAre roads and railroads barriers for the moor frogEdgar A van der Grift Wageningen Environmental Research,Wageningen University and ResearchEvaluating the effectiveness of a wildlife overpass in restoring gene flow in a slow worm populationEdgar A van der Grift Wageningen Environmental Research, Wageningen University and ResearchUse of wildlife overpasses by roe deer What are the effects of human co useEloy Revilla Estación Biológica de Doñana CSICEstimating roadkill risk when there is no roadkill dataFabien Claireau Naturalia EnvironnementComparative study between environmental DNA method and electrical fishing methodFernando Ascensão CIBIO/ InBIO Universidade do Porto Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa Department of Conservation Biology Estación Biológica de DoñanagDefrag : a graph based tool to prioritize linear infrastructure defragmentation



プログラム２日目
2021年1月13日（水）



基調講演 III ：線形インフラストラクチャを使用（および悪用）している鳥：
コウノトリと電力線（ポルトガル）

講演者：Francisco Moreira, CIBIO/University of Porto (Portugal)

タイトル：線形インフラストラクチャを使用（および悪用）している鳥：コウノトリと電力線

Birds using (and abusing of) linear infrastructures: storks and power lines

トピックス：
● ポルトガル：電気支柱の増加の考察、コウノトリの衝突による停電の地域・傾向・時間帯、コウノトリの行動変容による生息数・繁殖、

巣作り、餌の影響の評価手法の考察、電力線の近くの死亡数の傾向、なぜあるコウノトリは電力線を利用するのかの考察、など。
● 南アフリカでは、ポルトガルと同様な鳥と電力線の衝突がある。
● 保全のための、ミティゲーション、巣を移動させる施策。
● 視聴者（出席者）へ、どのような衝突回避やミティゲーション施策を行っているかの質問。多くの国で、死んだ鳥の分布は把握してい

ないのでは。決定的な解決法ではないが、デバイスを使った追跡で、衝突回避に役立てる。経済性が課題。鳥の種ごとの行動への理解
が昼必要。

動画あり



プレゼンテーション：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1 (ロードキル対策)

タイトル：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1

Road Ecology: Impact Assessment, Mitigation and Monitoring – 1

1. 発達したエコダクトのモニタリング集中的なカメラモニタリングにより、13年後の横断率と多様性の大幅な増加が確認（オーストラリア）
Darryl AJones, Environmental Futures Research Institute, Griffith University, Monitoring a mature ecoduct Intensive camera 
surveillance confirms significant increase in crossing rates and diversity after 13 years

2. 革新的な設計と市民科学データを使用して、メンフクロウの交通被害が軽減（オランダ）
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie, Mitigating barn owl traffic victims using innovative design and citizen science data

3. 中国におけるグリーンハイウェイ建設の開発と挑戦（中国）
Chen Xueping, China academy of transportation sciences, Ministry of Transportation, Beijing, China, Development and Challenge of 
Green Highway Construction in China

4. 南アフリカの保護地区で、ドライバーの行動を評価することで保護生物を守る（南アフリカ）
Wendy Collinson, Endangered Wildlife Trust, Protecting the protected through assessing driver behaviour in protected areas of South 
Africa

5. 世界の哺乳類保護への脅威としてのロードキル（ポルトガル）
Clara Grilo, Department of Biology, University Federal of Lavras Department of Biology, Faculty of Sciences of the University of Lisbon 
Centre for Environmental and Marine Studies, University of Aveiro, Roadkill as a Threat to Global Mammal Conservation

動画あり



1. 発達したエコダクトのモニタリング集中的なカメラモニタリングにより、13年後の横断率と多様性の大幅な増加が確認（オーストラリア）
Darryl AJones, Environmental Futures Research Institute, Griffith University, Monitoring a mature ecoduct Intensive camera surveillance 
confirms significant increase in crossing rates and diversity after 13 years

横断通路の使用と有効性の評価は、通常、期間が制限されており、通常、構造物の寿命の早い段階で行われます。私たちは、亜熱帯オーストラ
リアの主要な完全植生の動物相の陸橋を15年間継続的にモニタリングしてきました。

これには、陸生哺乳類、樹上哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、そして最近ではコウモリの特定の研究が含まれています。この間、構造物に植え
られた植生は劇的に発達し、道路の両側の森林の植生に非常に似たものになりました。包括的な動物相調査に加えて、私たちは最近、夏の60日
以上にわたって昼夜を問わず継続的に構造を使用してすべての陸生動物相を効果的に検出することを目的とした集中カメラトラッププログラム
を開拓しました。このアプローチは、個々の動き、交差率、種の豊富さ、および侵入捕食者による使用に関する信頼できる定量的データを提供
するように設計されました。アレイには、調査中に6回だけ、毎週チェックされた（カードとバッテリーを交換するために）合計22台の餌のな
いカメラが含まれていました。 25種（哺乳類16種、鳥類6種、草食動物3種）からなる合計518頭の個体が検出された。

個々の動物のほぼ20％は侵入種、特にアカギツネでした。 2005年のモニタリング開始以来、種の豊富さは23％増加しました。重要なことに、
このアプローチにより、いくつかの重要な種、最も重要なこととして、周囲の保全の懸念の主な哺乳類種であるコアラの個体による交差の確認
が可能になりました。予備。この革新により、捕獲や関連する妨害を必要とせずに、敏感な種や希少種の個体を認識することができました。こ
の調査はまた、長期間にわたる交差構造の動物相使用の変化に対する重要な洞察を提供しました。

トピック①：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1 (ロードキル対策)



2.  革新的な設計と市民科学データを使用して、メンフクロウの交通被害が軽減（オランダ）
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie, Mitigating barn owl traffic victims using innovative design and citizen science data

フクロウ、特にメンフクロウ Tyto albaは、オランダとヨーロッパの他の多くの地域の鳥の間で最も一般的な交通被害者です。

狩猟中の飛行高度が低く、道路の端で食虫やげっ歯類を狩る習慣があるため、交通事故による死亡率に弱い。市民科学に依るオランダの3つの
地域で、リング状のフクロウの8500を超える回収率のデータセットが取得されました。これらの市民は少年を鳴らし、2002年から2016年の期
間に収集された回収されたリングを報告します。これらのリングは、標識再捕獲統計を使用して、犠牲者の間隔とタイミング、年齢と起源を分
析するために使用されました。

犠牲者の大多数は1歳未満であり、出生地から30km以内で殺害された。ほとんどの犠牲者は、これらの亜成人が分散している冬の数ヶ月で死亡
します。 （環状の）交通被害者の回復は、被害者の明確なホットスポットの数を浮き彫りにしました。被害者のほとんどは、動物が道路に向
かって飛んでいるとき、または道路に近い低い道路標識に座っているときに発生すると推測されました。これは、事例証拠と、最近ではカメラ
トラップと無線追跡によって裏付けられました。 2つの複数年にわたる実験で、これらのホットスポットは、鳥のリハビリセンターと協力して
市民科学者によって開発された建設における革新的な適応を使用して軽減されました。この構造の原則は、道路標識の危険な止まり木をローラ
ーで使用できないようにし、道路脇から離れた場所に高い止まり木を配置して、冬でも狩猟の生息地を維持することです。定期的な道路検査に
対策の機能検査を含めるのは簡単でした。メンテナンスはほとんど必要なく、盗まれた止まり木や損傷したローラーの交換で構成されていまし
た。この講演では、この緩和方法のテストの有効性、費用対効果、および保守について説明します。

トピック②：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1 (ロードキル対策)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Owls, and specifically Barn owls Tyto alba are the most common traffic victim among birds in both the Netherlands and many other parts of Europe. Due to their low flight altitude during hunting, and the habit of hunting for insectivores and rodents in road verges, they are vulnerable to traffic mortality. A dataset of over 8500 recoveries of ringed owls was obtained in three regions of the Netherlands, stemming from citizen science. These citizens ring juveniles and report recovered rings, collected in the period2002-2016 that were used to analyse the spacing and timing of victims, their age and origin using mark-recapture statistics. The majority of the victims were younger than1 year and were killed within 30 km of their place of birth. Most victims die in winter months, when these subadults are dispersing. The recoveries of (ringed) traffic victims highlighted a number of clear hotspots of victims. From locations we inferred that most victims occur when animals are flying towards, or sitting on low road signs close to the road. This was supported by anecdotal evidence and more recently, camera trapping and radio tracking. In two multi-year experiments, these hotspots have mitigated using an innovative adaptation in construction, developed by a citizen scientist in cooperation with a bird rehabilitation center. The principle of this construction is to make unsafe perches on road signs unusable with rollers, and placing higher perch placed further from the roadside ensuring verges remain hunting habitats in winter. It was easy to include inspections of functionality of the measures in the regular road inspections. Little maintenance was necessary, and consisted of replacing stolen perches or damaged rollers. In this talk we present test effectiveness, costs-benefit and maintenance this mitigation method.



3. 中国におけるグリーンハイウェイ建設の開発と挑戦（中国）
Chen Xueping, China academy of transportation sciences, Ministry of Transportation, Beijing, China, Development and Challenge of Green Highway 
Construction in China

中国は、1998年に128万キロ、2018年に485万キロの規模の高速道路ネットワークの大きな発展を経験しました。高速道路の計画と建設によってもたらされ
る環境的に持続可能な開発の問題を効果的に解決するために、グリーンハイウェイ建設は、いくつかの重要なアクションで調査され、開発の4つのフェーズを
経験しました。

主なプロセスを確認し、経験と教訓の要約を入手することは、中国の統治の改善だけでなく、他の国の高速道路開発にも役立つ可能性があります。最初の段
階は、高速道路の緑化に象徴される、途方もない高速道路システムが早漏を経験した2004年のほぼ前です。

建設請負業者が主導する技術。第2段階は、2004年から2010年にかけて、高速道路の調査と設計コンセプトが資源保護と環境に配慮した設計の両方に重点を
置き、柔軟な高速道路設計コンセプトが高速道路設計を支援するために導入されました。

第３段階は2010年から2015年まで、CO2排出量と標準的な石炭節約量が一連の省エネカウント方法によって高速道路建設の重要な定量的指標として取り上げ
られた時、高速道路建設における省エネと排出削減にさらに注意が払われました。財政補助金のマッチングによって保証されます。 4つ目は、2015年以降の
グリーンハイウェイの全面的な開発であり、資源と環境の保全、生態学的環境の保護、汚染防止、品質工学の建設に焦点を当てています。

第2フェーズから第4フェーズは、運輸省によって、いくつかのガイダンス文書と、すべての州から選択された対応する典型的な高速道路プロジェクトによっ
て導かれます。プロセスはまた、継続的に厳格なことによって強化されます

環境影響評価の計画、環境影響評価、水と土壌の保全プログラム、環境の監督とモニタリングスキームなどの適用を含む、環境/資源部門による法律または基
準の要件。MOTによるガイダンスと承認されたデモンストレーションプロジェクトは多くを提供しましたさまざまなフォーラムによるさまざまなプロジェク
トのケーススタディの結果、すべての州のグリーンレベル全体が向上し、いくつかの優れた慣行の迅速な拡大に役立ちます。土地利用、特に交通回廊沿いの
農地利用に関与する部門間の調整の欠如、一貫性のない要件、高速道路計画に関連するさまざまなデリケートなエリアの絡み合いの必要性など、将来の制度
的ガバナンスの近代化については、まだいくつかの課題に注意する必要があります。 、さまざまな生態学的に敏感な地域の人々と環境保護のための道路シス
テムまたは観光開発のバランス、特定の環境要件と建設活動の間の健全なリンク、持続可能なアップグレードと土地利用のための道路脇の管理の不一致、不
十分な要約または事後評価政策立案、ライフサイクル評価や野生生物の通過選択のための効果的な技術的手段の欠如など。中国の経験と教訓の両方を慎重に
扱い、将来のインフラ計画と建設の科学的管理を行う必要があります。

トピック③：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1 (ロードキル対策)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
China has experienced the great development of highway network with a scale of 1.28 million kms in 1998, to 4.85 million kms in 2018. During the period, in order to effectively solve the problem of environmentally sustainable development brought by highway planning and construction, the content and mode of green highway construction has been explored with several important actions and has experienced four phases of development.To review the main process and get a summary of the experience and lessons could help both to China’s improvement of governance but also to the highway development of other countries. The first phrase is roughly before 2004, when tremendous expressway system experienced an early climax, symbolized by expressway greeningtechnology led by construction contractors. The 2nd phase is from 2004-2010, when the highway survey and design conceptwere emphasised to both the resource conservation and environmentally friendly design, and the flexible highway design concept was introduced to help the highway design. The third phase is from 2010 to 2015, more attention was paid to energy-saving and emission reduction in highway construction, when CO2 emission and standard coal saving were taken as important quantitative indices to highway construction by a series of method of energy saving counting, guaranteed by matching fiscal subsidies. The fourth is after 2015, which is all-round development of the green highway, highlighting the resources and environment conservation, ecological environment protection, pollution control, quality engineering construction.The 2nd to the fourth phase are guided by the Ministry of Transportation by several guidance documents and corresponding typical demonstration highway projects selected form every province. The process is also strengthened by the continually strictrequirements of law or standards by the environment/resources departments, which including the application of Planning Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Assessment, Water & Soil Conservation Program, Environmental Supervision & Monitoring Scheme etc. The guidance and ratified demonstration projects by the MOT provided lots of case study for various projects by various forums and hence enhanced the whole green level of every province, and help the rapid extension of some excellent practices. There are still some challenges should be alerted for the modernization of institutional governance in the future, such as non-coordination among departments involved in the land use especially farmland utilization along traffic corridor, inconsistent requirements and tangling need of various sensitive area related to highway planning, balance of road system or tourism development for the people in various ecological sensitive areas and environment protection, sound links between specific environmental requirements and construction activities, discrepancy of the roadside management for sustainable upgradation and for land use, insufficient summary or post-evaluation of policy-making, lack of effective technical means for life cycle assessment and wildlife passage selection etc. Both the experiences and the lessons of China have to be carefully treated to guild scientific manage of future infrastructure planning and construction.



4. 南アフリカの保護地区で、ドライバーの行動を評価することで保護生物を守る（南アフリカ）

Wendy Collinson, Endangered Wildlife Trust, Protecting the protected through assessing driver behaviour in protected 
areas of South Africa

Endangered Wildlife Trust（EWT）は、全国で多くの研究プロジェクトを実施することにより、南アフリカの野生生物に対する道路インフラの影響について
の理解を深めました。研究のほとんどは地方および国道で行われていますが、ソーシャルメディアの議論に応えて、
保護地域内での道路の殺害に対する国民の懸念から、EWTは2014年に「RoadsinParks」プロジェクトを開始しました。
南アフリカの保護地域は生物多様性の主要な管理者であり、観光業は重要な収入源であり、現在GDPの7.9％を占め、南アフリカの12人に1人の仕事を支えて
います。年間約1,000万人の訪問者があり、
野生生物は保護地域の重要な産物であり、訪問者から非常に人気があります。ただし、訪問者が多い場合、野生生物と車両の衝突（WVC）が一般的に発生し
ます。観光は2030年までに南アフリカで大幅に成長すると予想されており、保護地域内の車両が増え、WVCが増える可能性があります。道路の生態系への影
響を最小限に抑え、人々の生活を向上させるには、革新的な戦略が必要です。ソーシャルメディアの議論は、野生生物と車両の衝突（WVC）に対する国民の
懸念を浮き彫りにしている
保護地域内。準実験的なフィールドトライアルを使用して、要因を調査しました
南アフリカのピラネスベルフ国立公園内のWVCの可能性に影響を与え、ドライバーの行動を変えるための野生生物警告標識（WWS）の有効性の比較を評価
しました。 4つの組み合わせの道路にダミーのヘビを横向きに置きました
生息地と道路の形状を分析し、衝突があったかどうかなど、ダミーのヘビを通過した1454台の車両の10のドライバー関連変数を記録しました。スピード違反
とドライバーの職業（スタッフ/訪問者）の間の相互作用は、WVCの最良の指標でした。制限速度を下回って運転しているとき、訪問者はスタッフのほぼ3倍
の確率でダミーのヘビにぶつかりました。衝突の確率はスピードを出すと増加し、訪問者とスタッフの間でより類似するようになりましたが、それでも訪問
者の方が大幅に高くなっています。次に、ドライバーの変更における沿道標識の有効性を調査しました
ヘビやチーターを描いたWWSの4つのバリエーションを、写真やシルエットの形で立てることによる行動。標識の100mまたは1km後にダミーのヘビを配置し、
10個の変数を記録しました（n = 6400台の車両）。 WWSに合格したドライバーの61％は、ダミーのヘビを見たときに行動を変えましたが、兆候がない場合
は37％でした。さらに、この動作の変更により衝突が大幅に減少し、動作を変更したドライバーの98％が衝突を回避しました。最後に、描かれた動物とダミ
ーのヘビが衝突に影響を与える前の距離との間の相互作用。ヘビを描いたWWSで、100m前に配置されました
ダミーのヘビは、衝突を減らすのに最も効果的でした。私たちの結果は、ドライバーが小動物を描写する標識に行動を適応させ、意識の保持が低いことを示
唆しています。最終的に、保護地域内のWVCを減らすために、WVC鍋地域に配置されたスピード違反とWWSに対するより厳しい罰則を提案します。プロジ
ェクトの調査結果は、保護地域の交通管理計画に貢献します。

トピック④：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1 (ロードキル対策)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The Endangered Wildlife Trust (EWT) has improved our understanding of the impacts of road infrastructure on wildlife in South Africa through implementing a number of research projects, countrywide. Most of the research has been undertaken on regional and national roads, but in response to social media discussions, which highlightedpublic concern for roadkill inside protected areas, the EWT commenced its ‘Roads in Parks’ Project in 2014.South Africa’s protected areas are the prime custodians of biodiversity, for which tourism is an important revenue earner, currently accounting for 7.9% of GDP and supporting one in every 12 jobs in South Africa. With approximately 10 million visitors per year,wildlife is a key product of protected areas and highly sought after by visitors. However, with large numbers of visitors, Wildlife-Vehicle Collisions (WVCs) commonly occur. Tourism is expected to grow significantly in South Africa by 2030, leading to more vehicles within protected areas and the potential for more WVCs. Innovative strategies are required to minimise the ecological impact of roads as well as improve people’s livelihoods. Social media discussions highlight public concern for wildlife-vehicle collisions (WVCs)inside protected areas. Using a quasi-experimental field trial, we investigated factorsaffecting the likelihood of WVCs within Pilanesberg National Park, South Africa, and assessed the comparative effectiveness of wildlife-warning signage (WWS) for altering driver behaviour. We laid a dummy snake crosswise on roads across four combinationsof habitat and road shape and recorded 10 driver-related variables for 1454 vehicles that passed the dummy snake, including whether there was a collision. An interaction between speeding and driver occupation (staff/visitor) was the best indicator for WVC. When driving below the speed limit, visitors were almost three times more likely than staff to hit the dummy snake. Collision probabilities increased when speeding and became more similar between visitors and staff, although still significantly higher for visitors. We then investigated the effectiveness of roadside signage in modifying driverbehaviour by erecting four variations of WWS, depicting a snake or a cheetah, and in photographic or silhouette form. We positioned the dummy snake 100 m or 1 km after the signage and recorded our 10 variables (n = 6400 vehicles). Sixty-one percent of drivers who passed a WWS changed their behaviour when they saw the dummy snake, compared to 37% with no sign present. Further, this behaviour change significantly reduced collisions, where 98% of drivers who changed their behaviour avoided a collision. Finally, an interaction between the animal depicted and distance before the dummy snake affected collisions. A WWS depicting a snake, and placed 100 m beforethe dummy snake, was most effective at reducing collisions. Our results suggest that drivers adapt their behaviour to signage that portrays smaller animals and awarenessretention is low. Ultimately, to reduce WVCs within protected areas, we suggest steeper penalties for speeding and WWS placed in WVC hotpot areas. Our findings of the project will contribute towards a traffic management plan for protected areas.



5. 世界の哺乳類保護への脅威としてのロードキル（ポルトガル）
Clara Grilo, Department of Biology, University Federal of Lavras Department of Biology, Faculty of Sciences of the University of Lisbon 
Centre for Environmental and Marine Studies, University of Aveiro, Roadkill as a Threat to Global Mammal Conservation

世界の道路網の継続的な拡大とそれに伴う交通量の増加は、多くの脊椎動物にとって脅威となっています。 2050年までに2500万キロメートル
の新しい道路が見込まれており、主に生物学的多様性が非常に高い開発途上国で、ロードキル（車両との衝突による死亡）が野生生物に与える
影響を早急に理解する必要があります。ここでは、観測されたロードキル率のグローバルデータセット、生活史データ、地理的分布マップを組
み合わせた新しいフレームワークを提示し、

世界中のどの陸生哺乳類種がロードキルとこれらの脆弱な種が発生する世界の地域から絶滅の危機に瀕している可能性があるかを特定します。
177の参照から392の異なる哺乳類種の合計1310のロードキル率の記録をまとめました。タテガミオオカミChrysocyonbrachyurus、小さな斑点
のある猫Leopardus tigrinus（両方ともブラジル）、カッショクハイエナの4種の個体群は、観察されたロードキルレベルが調査地域周辺の道
路で持続する場合、絶滅の危機に瀕している可能性があることがわかりました。brunnea（南アフリカ）とヒョウPanthera pardus（北イン
ド）。 4,664の哺乳類の世界的な評価では、道路は、一般的な絶滅危惧種だけでなく、他の人間の活動によってすでに脅威にさらされている哺
乳類の両方に脅威を与える可能性があることが明らかになりました。南アフリカ、ガーナ、中央アジアと東南アジア、マレー諸島の一部、アン
デス地域では、ロードキルとより高い道路密度に対して脆弱な種が一致しています。心配なことに、これらは生物多様性が高く、将来的に道路
が拡張される可能性が高い地域です。

私たちの研究は、ロードキルを超えて研究を拡張する必要性を強調しています
この追加された死亡率の長期的な結果を評価するためにカウントします。提案されたフレームワークは、
道路の死亡率が絶滅のリスクを高める可能性がある種を特定するためのツールを提供し、したがって、
保全と緩和の取り組みに優先順位を付けるのに役立ちます。

トピック⑤：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 1 (ロードキル対策)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The ongoing expansion of the global road network and the associated growth in traffic intensity represent a threat for many vertebrate species. With 25 million kilometres of new roads expected by 2050, largely in developing countries with exceptional biological diversity, we urgently need to understand how roadkill (mortality from collisions with vehicles) impacts wildlife. Here we present a new framework combining a global dataset of observed roadkill rates, life-history data, and geographic distribution maps to identify which terrestrial mammal species worldwide may be at risk of extinction from roadkill and the world regions where these vulnerable species occur. We compiled a total of 1310 roadkill rate records of 392 different mammalian species from 177 references.We found that populations of four species may be at risk of extinction if observed roadkill levels persist on the roads around the studied areas: maned wolf Chrysocyon brachyurus, little spotted cat Leopardus tigrinus (both in Brazil), brown hyena Hyaenabrunnea (Southern Africa) and leopard Panthera pardus (North India). The global assessment for 4,664 mammals revealed that roads can pose a threat to both common, non-threatened species, as well as to mammals already threatened by other human activities. Species vulnerable to roadkill and higher road densities coincide in South Africa, Ghana, central and Southeast Asia, parts of the Malay Archipelago and the Andean regions. Worryingly, these are areas with high biodiversity and likely to see road expansion in the future. Our study emphasizes the need to extend research beyond roadkillcounts to evaluate the long-term consequences of this added mortality. The proposed framework offers a tool to identify species for which road mortality can increase risk of extinction and thus, can be useful to prioritize conservation and mitigation efforts.



プレゼンテーション：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング–２
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1. 野生動物横断構造物の使用率に影響を与える要因–系統的レビューとメタ分析
Factors affecting usage rates of wildlife crossing structures – a systematic review and meta-analysis - Dror Denneboom, Avi Bar-Massada, 
Assaf Shwartz 

野生生物種による使用率に対する野生生物横断構造（WCS）の構造属性の影響に関する現在の知識は、世界中のWCSの構造属性の大きな変動
とそれらを使用する種間の大きな違いを完全には捉えていません。多くの場合、調査範囲は、調査地域での交差構造の利用可能性、および地域
の動物相の構成と特性によって制限されます。したがって、個々の研究から、さまざまな野生生物種の使用率に対する複数のWCS属性の影響
を一般化することは困難です。この制限を克服するために、この研究の目的は、野生生物の交差構造に現在存在する国際的な知識ベースを含む
包括的なメタ分析アプローチを使用して、野生生物種による使用に対するWCS属性の影響を分析することです。さまざまな地理的地域にわた
る複数の分類群のWCS使用率に関する世界的な研究の結果を集約するために、科学的および専門的な文献の系統的レビューを実施し、続いて
メタ分析を実施しました。生息地分断化緩和の分野で、12の主要なデータベース内で記事、会議論文、論文、レポートを検索するために、事前
に決定されたキーワードの文字列を使用しました。野生生物によるWCSの使用、およびこれらの構造とその周辺の属性に関するデータを提示
するすべての論文を含めました。追跡ベッド、無線追跡方法、カメラ、または人間による観察のいずれかを使用して、構造物の交差点と構造物
へのアプローチを特定する、経験的なフィールド調査のみが含まれていました。すべての大陸の国々から、これらのタイプのデータを含む合計
273の論文を特定しました。これらの研究から、117が交差点の数を報告し、70が使用率、つまり、アプローチに対する完了した交差点の比率
を報告しました。 43の研究がいくつかの構造の交差の平均または合計を報告し、24の研究が構造を使用する種の存在を報告しました。残りの
研究では、生データを提示せずに統計結果のみを報告しました。メタアナリシスでは、使用率を報告した論文のみを使用しました。これは、
WCS間で比較できる交差構造の有効性の偏りのない尺度です。使用率を報告している70の論文のうち、32がメタ分析に適しており、80種と全
体で145WCSの結果を報告しています。これらの研究は、米国、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フランスから発信されました。統計分析の
ために、種は体の大きさと生態学的機能によってグループ化されました。これらのグループには、有蹄動物、大型の肉食動物、小型の肉食動物、
小型の非肉食動物、両生類と爬虫類（爬虫類）、およびカンガルーが含まれます。一般化線形混合モデルを使用してデータを分析しました。す
べての種グループの使用率に対する構造タイプと構造属性の重要な影響が見つかりました。いくつかの効果は複数のグループで類似しており、
いくつかは特徴的でした。たとえば、地下道の長さは有蹄動物とヘルペトファウナによる使用率と負の相関がありましたが、小さな肉食動物と
小さな非肉食性哺乳類による使用率とは正の相関がありました。これらの結果は、世界中で堅牢で費用効果の高い緩和策を適用するために価値
があり、効果的な野生動物横断構造の実装のための新しい最適化手法を開発するためにさらに使用されます。

トピック①：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 2

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Current knowledge regarding the effects of structural attributes of wildlife crossing structures (WCS) on usage rates by wildlife species does not fully capture the large variation in structural attributes of WCSs worldwide and the profound differences among the species that use them. Often, research scope is confined by the availability of crossing structures in the study area and by the composition and characteristics of the local fauna. Therefore, it is difficult to generalize the effects of multiple WCS attributes on the usage rates of various wildlife species from individual studies. To overcome this limitation, the objective of this research is to analyse the effects of WCS attributes on the use by wildlife species using a comprehensive meta-analytical approach, encompassing the international knowledge base currently existing on wildlife crossing structures. We conducted a systematic review of the scientific and professional literature, followed by a meta-analysis in order to aggregate the results of worldwide studies on WCS usage rates for multiple taxa across different geographic regions. We used a pre-determined string of keywords to search within twelve major databases for articles, conference papers, theses and reports in the field of habitat fragmentation mitigation. We included all papers that present data regarding the use of WCS by wildlife, and attributes of these structures and their surroundings. Only empirical field studies were included, using either tracking beds, radio-tracking methods, cameras or human observation to identify crossings through structures and approaches towards the structures. We identified a total of 273 papers that include these types of data, from countries across all continents. From these studies, 117 reported counts of crossings, while 70reported usage rates, i.e., the ratio of completed crossings to approaches. 43 studies reported a mean or total of crossings for several structures and 24 studies reported presence of species using the structures. The rest of the studies only reported statistical results without presenting raw data. For the meta-analysis, we only used the papers that reported usage rates, which is an unbiased measure of the crossing structure’s effectiveness that can be compared among WCSs. Out of 70 papers reporting usage rates, 32 were suitable for the meta-analysis, reporting results for 80 species and 145WCSs overall. These studies originated from the United States, Canada, Australia, Germany and France. For statistical analysis, species were grouped by body size and ecological function. These groups include ungulates, large carnivores, small carnivores, small non-carnivores, amphibians and reptiles (herpetofauna), and macropods. Data was analysed using a generalized linear mixed model. We found significant effects of structure type and structural attributes on usage rates for all species groups. Some effects were similar for multiple groups, and some were distinctive. For example, underpass length was negatively correlated with usage rate by ungulates and by herpetofauna but was positively correlated with usage rate by small carnivores and small non-carnivorous mammals. These results are valuable for the application of robust, cost-effective mitigation measures worldwide, and will be further used to develop a novel optimization method for effective wildlife crossing structure implementation.



2. ヨーロッパのロードキル：衝突のリスクが高く、人口の持続にとって重要な地域
Roadkills in Europe: areas of high risk of collision and critical for populations persistence, 
Clara Grilo, Elena Koroleva, Richard Andrášik, Michal Bíl, Manuela González-Suárez

道路やその他の線形インフラストラクチャは、今日、地球上で最大かつ最も目に見える人工物の
1つであり、主に車両との衝突による死亡率の増加により、絶滅危惧種と一般種の両方にとって
脅威となっています。追加の非自然死亡率が多くの種に影響を及ぼし、効果的な緩和措置が適用
されない限り、個体数の増加が絶滅のリスクを高める可能性があるという強力な証拠があります。世界規模で、ヨーロッパは輸送インフラの密度が最も高い
地域の1つです。 1970年から2000年の間に、ヨーロッパのいくつかの国（EU-15）で建設された道路のキロメートルは3倍以上になり、最大300万キロメート
ルに達し、そのうち約51,500キロメートルは高速道路（1.7％）で構成されていました。現在、大陸の50％は輸送インフラから1.5 km以内にあり、鳥や哺乳類
の減少につながる可能性があります。

道路が生物多様性にどのように影響するかについて、次の2つのステップで早急に理解を深める必要があります。1）インフラストラクチャのリスクが高い種
と地域を特定する。 2）これらのリスクが影響（生物多様性の損失）をもたらす場所を特定する。学問としての道路生態学は、主に最初のステップに焦点を
合わせてきました。ヨーロッパでは、毎年数百万人の死傷者が検出されているさまざまな脊椎動物のロードキル率が推定されています。
ただし、十分に研究された地域であっても、すべての種または地域の推定値はまだ不足しています。この研究の目的は、道路が原因でどの種が危険にさらさ
れているか、そして道路が個体群の持続性と生物多様性に影響を与える可能性がある場所を特定することです。ケーススタディとして、ヨーロッパの鳥類と
哺乳類に焦点を当てました。まず、多様な種の特性に基づいたロードキル率の予測モデルを開発しました。これにより、ヨーロッパのすべての陸生鳥類およ
び哺乳類種の率を予測し、潜在的な発生率をマッピングすることができました。

ロードキルの。経験的なロードキル率を説明するために、鳥と哺乳類に別々に特性ベースのランダムフォレスト回帰モデルを適合させました。利用可能なす
べてのロードキル率と次の予測因子を使用しました：種の特性データ、種の存在量と検出可能性を説明するための研究の複数の特性（緯度と経度、調査間
隔）、進化的関係を説明するための分類学的順序。次に、一般化された人口モデルを使用して、道路の死亡率に対する長期的な脆弱性を推定しました。欧州
の道路網では、毎年約1億9,400万羽の鳥と約2,900万羽の哺乳類が殺される可能性があると推定されています。全体として、ロードキル率が高い種は、ロード
キルが長期的な持続性に影響を与える可能性が高い種とは異なります。マクロスケールでの種の特性と野生生物と道路の相互作用の単純化されたモデルによ
り、野生生物の道路死亡率と個体群の持続性への影響を最初に評価できます。このマクロ生態学的アプローチは、国の道路計画のガイダンスを提供し、より
細かいスケールの解像度でさらにテストするためのターゲットエリアの定義をサポートし、最終的には緩和が最も有益なサイト固有のエリアに優先順位を付
けます。
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Roads and other linear infrastructures are among the largest and most visible human-made artefacts on the planet today and represent a threat for both endangered and common species, mainly due to additional mortality from collisions with vehicles. There is strong evidence that additional non-natural mortality affects many species and a growing number of populations could have increased risk of extinction unless effective mitigation actions are applied. At a global scale, Europe is among the regions with highest transport infrastructures density. Between 1970 and 2000 the kilometres of built roads more than tripled in several countries in Europe (EU-15) reaching up to 3 million km of which around 51 500 km consisted of motorways (1.7%). Currently, 50% of the continent is within 1.5 km of transportation infrastructure which may lead to declines in birds and mammals.We urgently need to advance our understanding of how roads affect biodiversity through two steps: 1) identifying which species and regions are more at risk from infrastructures; and 2) determining where those risks result in impacts (loss of biodiversity). Road ecology as a discipline has largely focused on the first step. In Europe, roadkill rates have been estimated for a wide range of vertebrates with millions of casualties detected each year.However, we still lack estimates for all species or areas, even in well-studied regions. The aim of this study is to determine which species are at risk due to roads and where roads can impact population persistence and biodiversity. We focused on bird and mammalian species in Europe as a case study. First, we developed a predictive model of roadkill rates based on diverse species traits which allowed us to predict rates for all European terrestrial bird and mammal species and to map the potential incidenceof roadkills. We fitted trait-based random forest regression models separately for birds and mammals to explain empirical roadkill rates. We used all available roadkill rates and the following predictors: species trait data, multiple characteristics of the study (latitude and longitude and survey interval) to account for species abundance and detectability, and taxonomic order to account for evolutionary relationships. Second, we used a generalized population model to estimate long-term vulnerability to road mortality. We estimated ~194 million birds and ~29 million mammals may be killed each year on the European road network. Overall, species with higher roadkill rates differ from those in which roadkill is likely to affect long-term persistence. Simplified models of species traits and wildlife-roads interactions at a macro scale allow a first assessment of the road mortality on wildlife and implications on population’s persistence. This macroecological approach provide guidance for national road planning, support the definition of target areas for further testing at a finer-scale resolution, and ultimately prioritize site-specific areas where mitigation would be most beneficial.



３. ポルトガルの動物相のロードキルをモニタリングするための国家プログラム
A national program to monitor fauna roadkills in Portugal - Graça Garcia
Infraestruturas de Portugal（IP）は、ポルトガルの国道および鉄道インフラの長期コンセッション契約を結んでいるポルトガルの
上場企業です。

IPは、約14,000kmの道路と2,500kmを超える鉄道を管理し、道路および鉄道ネットワークの資金調達、保守、運用、開発などの分
野で公共サービスを提供しています。環境の持続可能性はIPの重要な目標の1つであり、IPの手順に組み込まれています。 IPは、生
息地の分断化と死亡率を生物多様性への主要な脅威として認識しており、環境指標に動物相ロードキルを含めています。これに関
連して、IPは、毎週の周期で複数の道路検査官によって実行される動物相ロードキルモニタリングのための全国プログラムを実施
しました。結果はデータベースに統合され、ホットスポットを見つけるために毎年分析が行われます。死亡率を軽減するための解
決策を特定するために、各ホットスポットをより綿密に観察します。

優先順位は、各ホットスポットの頻度と影響を受ける種の生態学的価値に関する基準によって定義されます。プログラムの結果は、
既存の道路の改善と維持のためのプロジェクトにおける予防措置を検討する必要性を確立するためにも使用されます。プログラム
には、データ収集に関する方法論的な制約があります。さらに、プロジェクトの制約により、最良のソリューションを実装できる
とは限りません。プロジェクトの要求、人間の安全、生物多様性の保護の間の明確化は、戦略的で広く統合された視点とともに、
最適化された実行可能なソリューションを実現するための鍵です。
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Infraestruturas de Portugal (IP) is the Portuguese public company holding a long term concession contract of the national road and rail infrastructures in Portugal. IP manages around 14,000 km of roads and over 2,500 km of railways providing a public service in areas such as funding, maintenance, operation and development of the Road and Rail Networks. Environmental sustainability is one important goal of IP and is incorporated in IP’s procedures. IP recognizes habitat fragmentation and mortality as a major threat to biodiversity and has included Fauna Roadkills in its Environmental Indicators. In this context, IP has implemented a National Program for Fauna Roadkills Monitoring, which is executed by several road inspectors, with a weekly periodicity. The results are integrated in a database and analyses are made annually, to find hotspots. Each hotspot is observed more closely in order to identify solutions to mitigate the mortality. Priorities are defined by criteria concerning the frequency of each hotspot and ecological value of the affected species. The results of the Program are also used to establish the need of considering preventing measures in the projects for improvement and maintenance of existing roads. The Program has methodological constrains in what concerns the data collection. Moreover, implementing the best solutions is not always possible due to project constrains. Articulation between project demands, human safety and biodiversity protection, along with a strategic, broad and integrated perspective, is the key to achieve optimized and viable solutions



４. 野生生物と車両の事故マップ–スウェーデンの緩和計画とコミュニケーションのための新しいサポートツール
Wildlife-vehicle accident maps – a new support tool for mitigation planning and communication in Sweden - Andreas Seiler, Mattias Olsson, 
Sofia Willebrand, Ulrika Lundin, Anders Sjölund

スウェーデンでは、数多くの教育キャンペーン、包括的な道路フェンス、そして最近では野生動物横断構造物の建設にもかかわらず、野生生物
と車両の衝突（WVC）が着実に増加しています。

2010年以降、自動車の運転手は、有蹄動物や大型の肉食動物による道路事故を警察に報告する義務があります。警察は、契約したハンターに
負傷した動物や死んだ動物の世話をするように通知します。これらのレポートは、事故の時間と場所の両方を含む包括的な統計を生成します。
2018年には約80,000件の事故が登録されており、市民と機関の両方が事故統計の途切れることのない上昇傾向を懸念しています。

意識の向上と効率的な緩和に向けた重要なステップの1つは、WVCの空間的（および時間的）パターンを視覚化することです。このためには、
個々の事故の分布の大きなランダムな変動から根本的なパターンを取り除く集約情報が必要です。
市民とプランナーの両方が、WVCが最も一般的に発生し、個々のドライバーのリスクが高いエリアと道路セクションを特定できるようにする
一連のWVCマップを開発しました。また、緩和策の全体的な効果を評価する手段を提供し、計画担当者がより適切で焦点を絞った緩和目標を
設計するのに役立ちます。マップは、km道路あたりの事故頻度、定義されたホットスポット内の事故頻度、事故密度マップ（カーネル）、お
よびkmあたりの交通量に関連する事故リスクマップを示します。 WVC位置の標準KDE分析は、特定の5年間の1kmおよび1年あたりの平均事故
頻度が1を超える道路セクションを示すベースマップを提供します。さらに、WVC頻度は、一次道路と二次道路のネットワーク内の道路リンク
ごとに計算されました。

マップは、ムース（Alces alces）、ノロジカ（Capreolus capreolus）、休閑鹿（Dama dama）、アカシカ（Cervus elaphus）、野生のイノ
シカ（Sus scrofa）、トナカイ（Rangifer tarandus）用に作成されました。マップを作成するために使用される方法論を提示し、それらの制限
と、コミュニケーション、評価、および調査のための複数の使用について説明します。これにより、他の国々が独自の集約されたWVCマップ
のセットを開発することをお勧めします。
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Wildlife-vehicle collisions (WVC) have been steadily increasing in Sweden over decades despite numerous education campaigns, comprehensive road fencing and, more recently, the construction of wildlife crossing structures. Since 2010, car drivers are legally obliged to report any road incident with ungulates and large carnivores to the police who then informs contracted hunters to take care of the injured or dead animal. These reports produce comprehensive statistics that include both time and place of the accident. Nearly 80,000 accidents have been registered in 2018 and both citizens and agencies are concerned of the unbroken upward trend in accident statistics. One important step towards a greater awareness and an efficient mitigation is to visualize the spatial (and temporal) pattern in WVC. For this, aggregated information is needed that cleans the underlying pattern from the large random variation in the distribution of individual accidents.We developed a set of WVC maps that allows both citizens and planners to identify areas and road sections where WVC are most commonly occurring and where the risk for the individual driver is elevated. They also provide the means to evaluate the overall effect of mitigation measures and help planners to design more appropriate and focused mitigation objectives. The maps present accident frequencies per km road, accident frequencies within defined hotspots, accident-density maps (Kernel) and accidents risk maps related to traffic flow per km. Standard KDE analyses of WVC positions provide the base maps that delineate road sections with average accident frequencies above 1 per km and year for a given five-year period. In addition, WVC frequencies were calculated per road links in the network of primary and secondary roads. Maps were produced for moose (Alces alces), roe deer (Capreolus capreolus), fallow deer (Dama dama), red deer (Cervus elaphus), wild boar (Sus scrofa) and rein deer (Rangifer tarandus).We present the methodologies used to produce the maps and discuss their limitations and multiple use for communication, evaluation and research. With this, we encourage other countries to develop their own set of aggregated WVC maps.



５. ヘラジカを防ぐためのツールとしての怖い音–ノルウェーとスウェーデンでの列車の衝突
Scary sounds as a tool to prevent moose – train collisions in Norway and Sweden - Svein Morten Eilertsen, Petter Almås, Næstad Frode, 
Aina Winsvold, Karen Marie Mathisen

ノルウェーとスウェーデンでは、列車と放し飼いの動物（ムース、トナカイ、シカ、ダマジカ）との衝突が深刻な問題になっています。動物は
鉄道の近くの食料資源を探し、しばしば鉄道を景観の移動回廊として使用します。特に冬の雪が深いときは、鉄道が好まれます。

動物を線路から遠ざけるために、モーションアクティブスケアシステム（MASS）が作成され、2020年冬の野外実験で有効性がテストされまし
た。野外実験は、Østerdalen渓谷（南部の内陸部）のムースの給餌ステーションで実施されました。ノルウェー）。 MASSユニットは、スピー
カーから事前に選択された音を発するモーションアクティブデバイス（MP3プレーヤー）で構成されています。さまざまな音に対する動物の反
応を調査するために、音がアクティブになる20秒前にカメラ（105度のセクターをカバーする3台のカメラ、セクターの中央に給餌ステーショ
ン）をアクティブにしました（音は20秒間アクティブになりました）。カメラは合計60秒を記録していました。 MASSユニットがアクティブ
化されるたび。合計5つの異なる音がテストされました。1。MASSユニットがアクティブ化されたときに動物が反応しないことを制御するため
の「音なし」、2つの自然音。クマゲラとキンメフクロウと2つの恐ろしい音。人間の話と吠える犬。ビデオから、さまざまな音に対する動物の
反応を、ブラウジング、移動、警戒、立ち、敷設、社会的相互作用のカテゴリに分類しました。動物がその地域から離れた（つまり、「怖がっ
た」）かどうか、いつ、どの速度のカテゴリで登録しました。

予備的な結果は有望です。ムースは、怖い音に対してコントロール音よりも強い反応を示します。つまり、警戒と移動が増加し、ブラウジング
と休息が減少します。怖い音は、ムースがそのエリアから離れるという望ましい反応を違法にしているようです。したがって、捕食者の自然な
有益な音は、鉄道からムースを怖がらせ、ムースと列車の衝突を防ぐために使用できる可能性があります

トピック⑤：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– 2

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Collisions between trains and free ranging animals (moose, reindeer, deer, fallow deer) have become a serious problem in Norway and Sweden. The animals forage on food resources close to the railway and often use the railway as movement corridors in the landscape. Especially when the snow is deep in winter, the railway is preferred. To keep the animals away from railway lines, a motion activated scare system (MASS) was produced and tested for effectiveness in a field experiment during winter 2020. The field experiment was conducted at feeding stations for moose in the valley Østerdalen (inland area in southern Norway). The MASS unit consists of a motion activated device (MP3-player) that emits preselected sounds from a loudspeaker. To survey the animal response to the different sounds, cameras (3 cameras covering a sector of 105 degrees, with feeding stations in the center of the sector) were activated 20 seconds before the sound was activated (the sound was activated for 20 sec). The cameras were recording a total of 60 sec. each time the MASS unit was activated. A total of five different sounds were tested: 1. “no sound” to control that the animals don’t react when the MASS unit was activated, two natural sounds; Black woodpecker and Boreal owl and two scary sounds; human talk and barking dog. From the videos, we sorted the animal responses to the different sounds in following categories: browsing, moving, vigilant, standing, laying and social interaction. We registered if, when and at what speed category the animals moved away from the area (i.e. were “scared”).Preliminary results are promising. Moose show a stronger response to the scary sounds versus control sounds, i.e. an increase in vigilance and moving, and a decrease in browsing and resting. Scary sounds seem to illicit the desired response that moose move away from the area. Hence, natural informative sounds of a predator can potentially be used to scare moose away from the railway and prevent moose-train collisions.



6. 道路におけるドライバーの見落としによる鳥類群集の変化
Roads as overlooked drivers of change in bird communities - Fernando Ascensão, Eloy Revilla, Henrique M. Pereira

道路網は世界的に拡大しており、生物多様性への多くの影響を促進し、種の発生パターンに重要な変化をもたらしていますが、コミュニティレ
ベルでの道路の影響、つまり種の豊富さ、多様性、形質の選択に関する知識はまだ不足しています。

鳥は生態系の重要な構成要素であり、多数の生態系サービスを提供します。また、ヨーロッパ全体で十分に研究されているため、コミュニティ
レベルで道路の影響に関する仮説を検証できます。市民ベースのヨーロッパ全体のデータセットを使用して、他のすべてが等しい場合、道路密
度の増加がi）種の豊富さの減少、ii）組成の非類似性の増加、およびiii）それらを可能にする種の特性のより高い有病率につながるかどうかを
テストしました変化する環境に対処するために。 eBirdデータベースで利用可能なデータのサブセットを使用して、種の発生を関連付けました
道路密度と、土地利用や気候などの環境変数を使用します。道路密度の増加は、種の豊富さの減少と組成の非類似性の増加に関連していました。
体重が多く、主に無脊椎動物を食べ、地面に営巣し、相対的な脳の質量が高い種は、道路密度の高い地域を避ける傾向があります。一方、都市
に住む種は、道路密度が高くなる地域でより一般的になります。さらに、現在正の人口傾向を示している種は、道路密度が高い地域に関連して
いた。
全体として、道路はおそらく鳥の群集を変え、種の豊富さと構成を変え、種の特性をフィルタリングすることによって変化していることを示し
ています。このような結果は、道路が生態系の機能と完全性、さらには生態系ネットワーク、特に種の相互作用を変化させ、最終的には進化の
変化につながる可能性があることを示唆しています。
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Road networks are expanding globally, promoting numerous impacts on biodiversity, resulting in important changes in species occurrence patterns, but there is still a lack of knowledge regarding the effect of roads at the community level, namely species richness, diversity and trait selection. Birds are key components of ecosystems, providing a multitude of ecosystem services, and are also well-studied across Europe, thus allowing testing hypothesis on road effects at the community level. Using a citizen-based European wide dataset we tested if, all else being equal, increasing road density leads to i) a reduction in species richness, ii) an increase in composition dissimilarity, and iii) a higher prevalence of species traits that allow them to cope with the changing environment. Using a subset of data available in eBird database, we related species occurrencewith road density and environmental variables, including land use and climate. Increasing road density was related to a decrease in species richness and an increase in compositional dissimilarity. Species with higher body mass, predominantly feeding on invertebrates, nesting on the ground, and with higher relative brain mass tend to avoid areas with higher road density; whereas those species that are city dwellers become more common in areas with increasing road density. Moreover, species currently showing a positive population trend were related to areas with higher road density.Overall, we show that roads are probably changing bird communities, altering the species richness and composition, and by filtering species traits. Such outcomes suggest that roads can alter the ecosystem functioning and integrity as well their ecological networks, particularly on species interactions, and may ultimately lead to evolutionary changes
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基調講演 IV ：EUの生物多様性戦略2030 - 展望と含意

講演者：Jakub Wejchert, DG Environment, European Commission (Belgium)

タイトル：Plenary Session IV: The EU Biodiversity Strategy 2030 - Perspectives and Implications

概要：

生物多様性の喪失、つまり地球上のすべての生命の喪失は、地球規模の気候変動に匹敵する、またはそれ以上に深刻な緊急の問題です。欧州
委員会の政治ガイドラインと欧州グリーンディールは、この課題の深刻さと生物多様性の損失を削減する必要性を強調しています。 3月末ま
でに採択される予定のEU2030生物多様性戦略は、2020年10月に中国で開催される生物多様性条約締約国会議に対するEUの国際的な立場を概
説します。生物多様性戦略も同様に目的、目標、方針を概説します。 EUで実施される措置。私のプレゼンテーションでは、保護、復元、主
流化、および有効化条件に関連する戦略の重要な要素と、特に生態系の復元とグリーンインフラストラクチャに対する戦略の影響について概
説します。また、EUレベルのグリーンおよびブルーのインフラストラクチャの展開をサポートし、意思決定にエコシステムとそのサービスを
統合するために、計画立案者、政策立案者、および企業をサポートするために委員会によって発行された最近のガイダンス文書の概要を説明
します。これらを合わせて、線形インフラストラクチャネットワークとエコロジーソリューションに関連する最近のEUの政策開発の範囲を概
説します。

動画あり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The loss of biodiversity, i.e. all life on earth, is a serious and urgent problem, comparable to, or even more serious than the global climate change. The European Commission’s Political Guidelines and the European Green Deal have underlined the severity of this challenge and the need to curtail biodiversity loss. The EU 2030 Biodiversity Strategy planned to be adopted by end March will outline the EU’s position internationally for the Conference of the Parties to the Convention on Biodiversity, to be held in China in October 2020. The Biodiversity Strategy will likewise outline objectives, targets and policy measures to be undertaken in the EU. My presentation will outline key elements of the strategy relating to protection, restoration and mainstreaming, and enabling conditions, as well as implications of the strategy in particular for ecosystem restoration and green infrastructure. I will also outline recent guidance documents published the by Commission to support planners, policymakers and businesses to support the deployment of EU-level green and blue infrastructure, and to integrate ecosystems and their services in decision-making. Together these will outline the range of recent EU policy developments relevant to linear infrastructure networks and ecological solutions
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1.トロールコウモリの景観接続を維持するためのねぐらサイトとしての道路網における暗渠の使用：オーストラリアのオオホオヒゲコウモリ
（Myotismacropus）の事例研究, #1 The use of culverts in road networks as roost sites to maintain landscape connectivity for a trawling bat: a 
case study of the large-footed myotis (Myotis macropus) in Australia

人類起源の環境は、生息地を断片化し、個体群間の移動に障壁をもたらす可能性があり、これは、個体群の構造と野生生物の個体群の生存率に大きな
影響を与える可能性があります。オオホオヒゲコウモリ（Myotis macropus）は、水面を直接採餌することに特化したトロールコウモリであり、風景
を横切る移動は水辺の回廊に制限されています。この種は、道路下のコンクリート暗渠でのねぐらと繁殖に適応しています。しかし、これらの人工部
位のねぐらの選択と、都市環境でねぐらをしている個体間でどれだけの遺伝子流動が発生するかについてはほとんどわかっていません。

オーストラリア東部の大亜熱帯都市における2つの空間スケールと個体群構造でのカンガルーのねぐらの選択を調査しました。 365のコンクリート暗
渠を調査し、23のねぐらを特定し、72のコウモリから翼組織サンプルを収集しました。一般化された加法モデルを使用して、コンクリート暗渠におけ
るカンガルーのねぐらの分布は、変数の河川次数、水路幅と水路密度、および暗渠の高さを使用して、景観レベルで予測できることがわかりました。
コウモリは高さ1.2mを超える暗渠を好み、パイプ暗渠も占有されていたが、ボックス暗渠の好みが検出された。予測モデリングにより、暗渠のねぐら
は限られた資源であり、潜在的なねぐらとして特定された暗渠はわずか5.5％であることが確認されました。ねぐらカルバートを利用可能なカルバー
トと比較することにより、ねぐらスケールでねぐらの選択を調べた。ねぐらの暗渠は利用可能な暗渠とは大きく異なり、主な違いは微小生息域（リフ
ト穴と隙間）の利用可能性でした。ねぐらの暗渠には、利用可能な暗渠よりも大きな空洞寸法のリフト穴があり、隙間はねぐらの暗渠でのみ見つかり
ました。微小生息地を含む暗渠は、この都市景観の限られた資源でした。

一塩基多型とミトコンドリアのチトクロームb遺伝子を使用して、遺伝子流動を研究しました。ねぐらの中に関連する女性との女性の哲学の証拠を見
つけました。遺伝子流動は、都市周辺のねぐらの間では中程度であり、都市のねぐらの間では制限されていました。都市周辺のねぐらの間の関連性が
中程度であることは、暗渠でのカンガルーのねぐらが、ねぐらの場所の利用可能性が高い、より大きな外向きの繁殖個体群の一部であることを示して
います。比較すると、私たちの研究の都市のねぐらはより多くを持っていましたこの研究は、暗渠のねぐらが2つの空間スケールで制限され、遺伝子
流動が都市の暗渠のねぐらの間で制限されていることを発見しました。これらの調査結果は、ねぐらを含む暗渠への妨害または除去が、カンガルーの
都市人口に重大な影響を与える可能性があることを示唆しています。擾乱の影響は暗渠のねぐら間で等しくなく、擾乱の影響は、ねぐらに利用できる
暗渠の数を増やすことによって部分的に軽減することができます。道路網は、カンガルー属に恒久的なねぐらの場所を提供する機会を提供します。
追加の暗渠のねぐらサイトは、リフト穴を封印しないままにするだけで既存の暗渠に微小生息地を提供することで作成できます。これにより、都市の
暗渠のねぐらの可用性が向上します。利用可能な潜在的なねぐらの生息地の量を増やすことは、景観と遺伝的接続性を維持し、都市のカンガルー属の
個体群の生存率に貢献します

トピック①：インフラストラクチャの生態学的な緩和と最適化– 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Anthropogenic environments can fragment habitats and introduce barriers to movement between populations, and this can have a profound effect on the population structure and viability of wildlife populations. The large-footed myotis (Myotis macropus) is a trawling bat with a specialisation for foraging directly over water surfaces and movement across landscapes is restricted to riparian corridors. This species has adapted to roosting and breeding in concrete culverts under roads. However, little is known about the roost selection of these artificial sites and how much gene flow occurs between individuals roosting in an urban environment. We investigated M. macropus roost selection at two spatial scales and population structure in a large subtropical city in eastern Australia. We surveyed 365 concrete culverts, identified 23 roosts and collected wing tissue samples from 72 bats. Using generalized additive models, we found the distribution of M. macropus roosts in concrete culverts can be predicted at a landscape level using the variables stream order, channel width and waterway density, and culvert height. Bats preferred culverts >1.2 m in height, and a preference for box culverts was detected although pipe culverts were also occupied. Predictive modelling identified that culvert roosts were a limited resource with only 5.5% of culverts identified as potential roosts. We examined roost selection at the roost scale by comparing roost culverts to available culverts. Roost culverts differed significantly from available culverts and the primary difference was the availability of microhabitat (lift holes and crevices). Roost culverts had lift holes that had greater cavity dimensions than available culverts and crevices were only found at roost culverts. Culverts containing microhabitat were a limited resource in this urban landscape. We used single nucleotide polymorphisms and the mitochondrial cytochrome b gene to study gene flow. We found evidence of female philopatry with related females within roosts. Gene flow was moderate between peri-urban roosts and restricted between urban roosts. Moderate levels of relatedness between peri-urban roosts indicate M. macropus roosting in culverts are part of a larger, outward breeding population with greater availability of roost sites. Comparatively, the urban roosts in our study had more This study found that culvert roosts were limited at two spatial scales and that gene flow was restricted between urban culvert roosts. These findings suggest that disturbance to, or removal of, a culvert containing a roost has the potential to be a significant impact to an urban population of M. macropus. Disturbance impacts are not equal across culvert roosts, and the impact of disturbance can be partially alleviated by increasing the number of culverts available for roosting. Road networks provide an opportunity to provide permanent roost sites for M. macropus. Additional culvert roost sites can be created by providing microhabitat in existing culverts by simply leaving lift holes unsealed, and this would increase the availability of urban culvert roosts. Increasing the amount of potential roost habitat available will maintain landscape and genetic connectivity and contribute to the viability of urban M. macropus populations.



2. インドの道路景観における主要な獲物種の道路効果ゾーン
#2 Road effect zones of major prey species in roaded landscapes in India

道路効果ゾーンは、道路の端からの重大な生態学的影響の空間的広がりであり、野生生物に対する道路の影響
の重要な指標です。本研究の目的は、インドの主要な獲物種の道路効果ゾーンを決定することでした。

つまり。斑点のある鹿（Axis axis)、サンバー鹿（Rusa unicolor）、イノシシ（Sus scrofa）、アジアゾウ
（Elephasmaximus）。調査は、NH44（ペンチタイガーリザーブ）、SH26（カンハタイガーリザーブ）、
NH930（タドバタイガーリザーブ）、SH 33（ナガルホールTR）のさまざまな道路タイプが交差する森林地域
で実施されました。獲物種の存在と活動は、主要道路（0～2000 m）からの距離が増加する森林生息地に配置
されたペレットプロットとカメラトラップを通じて調査されました。回帰モデルを使用して、動物の存在確率
に対する主要道路の相対的な影響を判断しました。内挿法を使用して、さまざまな道路条件下での種の存在確
率をマッピングし、道路効果の空間的範囲を推定しました。

交通量の少ない狭い道路付近では、存在確率に変化はありませんでした。すべての道路タイプと交通量にわた
って、イノシシの存在は道路に近接しているため、有意な減少を示さなかった。サンバーの存在確率は、交通
量の多い主要高速道路までの距離が100 m増加するごとに3％減少しました。時間的規模では、交通量の多い
道路沿いの沿道生息地の使用は、サンバーの夜間よりも日中の方が少なく、斑点のあるシカでは有意な変化は
観察されませんでした。交通規制のある道路区間では、サンバーでは生息地の使用に有意ではあるがわずかな
違いが観察されたが、アクシスジカ、イノシシ、ゾウでは有意な影響は観察されなかった。

道路効果ゾーンは、道路、環境、および種の特性の関数です。使用可能な潜在的な生息地の減少（サンバーで
は18.8％）はバリア効果を強化する可能性がありますが、一部の動物（イノシシやアクシスジカなど）による
道路関連の妨害への慣れにより、道路関連の死亡率に対してより脆弱になります。インストール
交通量の多い道路での緩和策の実施は、複数の種の道路効果ゾーンの範囲とロードキルの脆弱性を減らす可能
性があります。

トピック②：インフラストラクチャの生態学的な緩和と最適化– 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The road effect zone is the spatial extent of significant ecological effects from the edge of a road, and is an important indicator of the impacts of roads on wildlife. The aim of the present study was to determine the road effect zone for major prey species in India,viz. spotted deer (Axis axis), sambar deer (Rusa unicolor), wild pig (Sus scrofa) and Asian elephant (Elephasmaximus). The study was carried out on forest areas intersected by different road types - NH44 (Pench Tiger Reserve), SH26 (Kanha Tiger Reserve), NH930 (Tadoba Tiger Reserve) and SH 33 (Nagarhole TR). The presence and activity of prey species was surveyed through pellet plots and camera traps placed in forest habitats at increasing distances from major roads (0 – 2000 m). Regression models were used to determine the relative effect of major roads on the presence probability of animals. Interpolation techniques were used to map presence probabilities of species under different road conditions to deduce the spatial extent of road effects.Presence probability did not vary near narrow roads with low traffic volume. Across all road types and traffic volumes, wild pig presence did not show any significant reduction because of proximity to roads. Presence probability of sambar decreased by 3% for every 100 m increase in distance to major highway with high traffic volume. At the temporal scale, use of roadside habitat along high traffic road was lesser during the day than that during the night for sambar, and no significant change was observed for spotted deer. In road sections with traffic restrictions, significant but low difference in habitat use was observed for sambar, while no significant impact was observed for chital, wild pig and elephant.The road-effect zone is a function of road, environmental and species characteristics. While a reduction of potential habitat available for use (18.8% for sambar) may reinforce the barrier effect, habituation to road-related disturbance by some animals (like wild pig and chital) makes them more vulnerable to road-related mortality. Installationof mitigation measures on high traffic roads may reduce the extent of road-effect zone as well as roadkill vulnerability for multiple species.



3. スリルはあるスピードが殺す：カジランガを通過する国道715号線（新）のロードキルシナリオ
#3 Speed thrills but kills: Roadkill scenario in National Highway 715 (new) passing through the Kaziranga National Park, Assam, India

道道路や鉄道などの線形インフラストラクチャは、私たちの日常の通勤において重要な役割を果たしており、人間の社会と経済の不可欠な部分です。そのよ
うな構造物が保護された景観を通過するとき、それは野生動物のための終わりのない線形障壁を作成します。

したがって、廃止された生息地に続いて、動植物に悪影響を及ぼします。国道37号線または（NH-715新規）は、カジランガ国立公園（KNP）の南の境界に
沿って64kmの区間を通過します。アッサム州北部と州都、そして隣国であるミャンマーをアジアハイウェイ（AH-1）として接続しているため、車両密度は
はるかに高くなっています。道路を横断する野生動物は、しばしば高速通過車両に見舞われます。私たちの研究は、ふしぎの国アンフィビア、爬虫類、鳥類、
哺乳類に対する車両交通の悪影響を評価しようとしています。世界的なヘルペトファウナルの減少の潜在的な原因の1つは、車両の通行による死亡率です。ロ
ードキルのほとんどの研究は大型哺乳類に焦点を合わせており、爬虫両棲類、鳥、小型哺乳類に対するロードキルの影響に関する重要性と研究データは比較
的少ない。この研究は、長期的な保全活動の状況の深刻さを理解するのに役立ちます。したがって、死亡率を止めることができなくても、少なくとも死亡率
を減らす努力をすることができます。それにもかかわらず、この研究は、道路が野生生物に大きな影響を与えることを示しています。調査は2016年10月から
9月まで実施されました。2017年、毎月12日間、25～35 km / hの一定速度でバイクを使用します。死骸との遭遇ごとに、種、個体数、殺害の状況（新鮮/古
い）が記録されました。死骸は写真に撮られ、それぞれのフィールドガイドを使用して可能な限り低いレベルで識別され、二重カウントを避けるために道路
から取り除かれました。調査期間中に合計6,315人の道路で殺された個人が見つかり、7月の記録は20.73％（n = 1,309）で、2月と8月はそれぞれ12.49％と
10.88％でした。平均的なロードキルに違いがありました

さまざまな季節に渡って。モンスーンの後退中に最も高く記録され（10.96±0.32）、モンスーン、モンスーン前、冬にそれぞれ7.83±0.02、5.04±0.80、
2.18±0.75が続きます。同様に、洪水（6.49±0.03、n = 2,356）と非洪水（5.59±0.10、n = 1,695）の期間後のロードキルの平均数に違いがありました。両
生類のクラスが最も影響を受けたグループであり、死亡率は57.62％（n = 3,639）で、爬虫類、鳥類、哺乳類が20.29％、11.27％、8.92％と続いています。
それぞれ。ロードキルの1.90％（n = 120）は、極端に歪んだ状態のため、分類されないままでした。最も頻繁に道路で殺される種は、ヘリグロヒキガエル
Duttaphrynus melanostictusであり、その31.56％（n = 1,993）を占めています。

すべての種、続いてオリエンタルガーデンリザードカロテスversicolor3.37％。インドハッカAcridotherestristisとバフを剥ぎ取ったKeelbackAmphiesma 
stolatumは、2.25％（n = 142）の個体の死亡記録を持つ3番目に高い道路殺害種であることがわかりました。死亡率（殺人/日）は43.85人（n = 144日）であ
り、1キロメートルあたりの死亡率（殺人/日/ km）は0.34（n = 128 km）でした。

トピック③：インフラストラクチャの生態学的な緩和と最適化– 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Linear infrastructures such as roads and railways play an important role in our daily commute and are an integral part of human society and economy. When such structures pass through a protected landscape, it creates an unending linear barrier for the wild animals.Thus, effecting flora and fauna adversely, following the discontinued habitats. The National Highway - 37 or (NH - 715 new) passes through a stretch of 64 km along southern boundary of Kaziranga National Park (KNP). The vehicular density is much higher, as it connects upper Assam to state capital and also to neighbouring country, Myanmar as Asian Highway (AH - 1). Wild animals crossing road are often hit by high speed passing vehicles. Our study tries to assess the adverse impacts of vehicular traffic on Amphibia, Reptelia, Aves and Mammalia. One potential contributor to global herpetofaunal decline is mortality due to vehicular traffic. Most studies of road-kill are focused on large mammals, with relatively less importance and research data on impact of road-kill on herpetofauna, birds and small mammals. This study helps in understanding the severity of the situation for long term conservation actions. Hence, even if we cannot stop mortality, we can at least make efforts to reduce them. Nevertheless, this study indicates that roads have a high impact on wildlife. The study was carried out from October, 2016 to September,2017, for 12 days every month using a motorbike at a steady speed of 25 – 35 km/h. On each encounter with a carcass, species, number of individuals and status of the kill (fresh/old) were recorded. Carcasses were photographed and identified to the lowest possible level using respective fieldguides and were then removed from the road to avoid double counting. We found a total of 6,315 roadkilled individuals during the study period with highest record in the month of July 20.73% (n = 1,309), followed by February and August 12.49% and 10.88% respectively. There were differences in the average roadkillsacross different seasons. It has been recorded highest during Retreating monsoon (10.96 ± 0.32), followed by Monsoon, Pre-monsoon and Winter 7.83 ± 0.02, 5.04 ± 0.80 and 2.18 ± 0.75 respectively. Similarly, there were differences in the average number of roadkills following flooding (6.49 ± 0.03, n = 2,356) and non-flooding (5.59 ± 0.10, n = 1,695) period. The class Amphibia was found to be the most affected group with a mortality of 57.62% (n = 3,639) followed by Reptiles, Birds and Mammals 20.29%, 11.27% and 8.92%respectively. Though there were 1.90% (n = 120) of roadkills remained uncategorised due to their extreme distorted condition. Most frequently roadkilled species found to be Common Indian Toad Duttaphrynus melanostictus that comprises 31.56% (n = 1,993) ofall species, followed by Oriental Garden Lizard Calotes versicolor 3.37%. Common Myna Acridotheres tristis and Buff stripped Keelback Amphiesma stolatum found to be the third highest roadkilled species with a mortality record of 2.25% (n = 142) individuals. Mortality rate (kills/day) was found to be 43.85 individuals (n = 144 days), and mortality rate per kilometre (kills/day/km) was 0.34 (n = 128 km) for the overall study period.



4. グラフによる多属性意思決定：生態学的ネットワークに対する障壁の影響
#4 Graph-based multi-attribute decision making: Impact of barriers on ecological network

道路は、生息地を断片化し、個体群を切り離し、動物の動きに対する障壁を作り、それによって分散と
遺伝子流動を減らす線形インフラストラクチャです。希少種の場合、ロードキルは制限要因であるか、
個体群の絶滅につながる要因でさえある可能性があります。保全活動家と輸送の意思決定者は、生物が
景観をうまく横断する能力を最大化する生息地パッチの最適な接続性を見つけるために、多くの競合す
る基準を考慮する必要があります。そのため、全体的な景観接続への貢献という観点から、生息地パッ
チの優先順位付けへの関心が高まっています。構造的および機能的な景観接続を定量化するために、さ
まざまな指標が使用されます。ただし、景観接続指数だけでは、生息地パッチの保全の優先順位を明確に定義していません。
この研究では、リトアニアの生態学的ネットワーク（ネットワーク）に対する道路フェンス（バリア）の影響を分析しました。利用可能な各生
息地パッチのランクは、地理情報システム（GIS）環境に緊密に統合された、複数の属性意思決定（MADM）手法を使用して計算されました。
グラフベースの要素の空間プロパティ（生息地パッチのサイズ、生息地パッチに接続されているコリドーの数、生息地パッチに接続されている
コリドーの全長、隣接する生息地パッチの総面積）を使用して、各生息地パッチを特徴付け、それらをランク付けしました。各基準の重要性は、
客観的な重み付け手法を使用して評価されました。
生息地パッチをランク付けするために、グラフベースのネットワーク接続ルールが定義され、適用されました。豊富に接続された生息地パッチ
（最大の生息地パッチ面積、最大数の直接接続された回廊、最短の回廊、および隣接する生息地パッチの最大面積）が最高ランクを獲得しまし
た。反対の特性（まばらに接続されている）の生息地パッチは最低ランクを受け取りました。これは、生息地パッチがネットワーク内で最も接
続されていないことを示しています。ネットワーク内の生息地パッチのどの損失（または部分的損失）がより重要であるかを特定するために、
廊下と交差するフェンスが分析に導入され、生息地パッチのランクが再計算されました。
リトアニアのケーススタディでのシミュレーションは、バリア（道路フェンス）が隣接するパッチの重要性を減らし、より遠い生息地パッチの
重要性を高めることによって、生態学的ネットワークの複合体を再調整する可能性があることを示しました。離れた生息地のパッチが不可欠に
なる可能性があり、再編成されたネットワークを維持する唯一の要素になる場合があります。グラフベースのネットワーク接続ルールを使用し
た生息地パッチの基準ベースのランキングは、特に生態学的ネットワークの変化が発生した場合に、接続性インデックスのみよりも重要な生息
地パッチが優れていることを示しました。

トピック④：インフラストラクチャの生態学的な緩和と最適化– 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Roads are linear infrastructures that fragment habitats and disconnect populations, creating barriers to animal movement, thereby reducing dispersal and gene flow. For rare species, roadkill may be a limiting factor or even a factor leading to the extinction of populations. Conservationists and transport decision makers must consider many competing criteria in order to find the optimal connectivity of habitat patches that maximize the ability of organisms to traverse a landscape successfully. As such, there is increasing interest in the prioritization of habitat patches in terms of their contribution to overall landscape connectivity. Different indices are used to quantify structural and functional landscape connectivity. However, landscape connectivity indices alone do not clearly define conservation priorities for habitat patches.In this study, we analysed the effect of road fences (barriers) on the Lithuanian ecological network (network). Ranks for each available habitat patch were calculated using multiple attribute decision making (MADM) techniques, tightly integrated into the geographic information system (GIS) environment. Spatial properties of the graph-based elements (habitat patch size, number of corridors connected to the habitat patch, total length of corridors connected to the habitat patch and total area of adjacent habitat patches) were used to characterize each habitat patch and for their ranking. The importance of each criterion was assessed using objective weighting techniques.In order to rank habitat patches, graph-based network connectivity rules were defined and applied. Habitat patches that were abundantly connected (largest habitat patch area, largest number of directly connected corridors, shortest corridors and largest area of adjacent habitat patches) received the highest ranks. Habitat patches with the opposite characteristics (sparsely connected) received the lowest ranks, this indicating the habitat patches were the least connected within the network. In order to identify which losses (or partial losses) of habitat patches within a network were more important, any fences that intersect the corridors were introduced into the analysis and habitat patch ranks were recalculated.Simulations in the case study of Lithuania showed that barriers (road fences) may realign complexes of ecological networks by reducing the importance of adjacent patches and increasing the importance of more distant habitat patches. Distant habitat patches may become essential, and can sometimes be the only elements preserving the realigned network. Criteria-based ranking of habitat patches using the graph-based network connectivity rules indicated critical habitat patches better than the connectivity index alone, especially when changes in the ecological network occurred.



5. エストニアの野生生物車両衝突現場のマルチレベルでの景観分析
#5 Multi-level landscape analysis of wildlife vehicle collision sites in Estonia

グリーンインフラストラクチャの計画は、長期的に機能するために高精度を必要とする複雑な手順です。グッドプラクティスの重要な部分は、
生物多様性の配置と景観の使用に関する利用可能な幅広い基本情報を利用することです。
分析したエストニアの道路16,000kmで、2009年から2018年に登録された19,126の野生生物車両衝突（WVC）サイト。事故現場の配置は、ヘ
ラジカ、イノシシ、ノロジカの3種で相関がありました。景観変数の中には7つの指標があり、そのすべてが半径100mと半径1kmの2つの空間
スケールで分析されました。その結果、野生生物事故の可能性が高い8,444以上の道路区間を、最大50mの精度で配置しました。

事故現場を決定する最も重要な景観変数は、人間の居住密度と森林被覆の割合です。ただし、ランドスケープの関係は多くの場合非線形です。
景観構成は、野生生物と道路の相互作用のマッピングに優れた予測力を持っているようです。その結果、交通安全と人口の接続性対策の計画は、
より速く、より正確に、より効率的になります。これにより、国境を越えたコラボレーションとパブリックコミュニケーションの機会が増えま
した。野生のローミング種による景観利用の知識と知識ベースの計画手順は、機能的なグリーンネットワーク、保全の成功、および交通安全に
とって不可欠であると結論付けています。

トピック⑤：インフラストラクチャの生態学的な緩和と最適化– 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Green infrastructure planning is a complex procedure that needs high precision for long term functioning. A critical part of good practice is the utilisation of wide range of available base information of biodiversity placement and landscape usage. We analysed19,126 wildlife vehicle collision (WVC) sites registered from 2009 to 2018 on 16,000 km of Estonian roads. Placement of the accident sites was correlated for three species: moose, wild boar and roe deer. Among the landscape variables there were 7 metrics, all of which were analysed in two spatial scales, 100 m radius and 1 km radius. As a result, we positioned more than 8,444 road sections of high probability of wildlife accidents with precision of up to 50 m. The most important landscape variables determining the accident sites are density of human settlement and proportion of forest cover. However, the landscape relationships are often nonlinear. It appears that landscape composition has a good predictive power on mapping wildlife-road interactions. As a result, the planning of road safety and population connectivity measures is faster, more precise and more efficient. This has given better opportunities for cross-border collaboration and public communication. We conclude that knowledge of landscape utilisation by wild roaming species and knowledge-based planning procedures are essential for a functional green network, successful conservation, and the road safety.



プレゼンテーション：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング–3

タイトル：Session 4.3.2. Road Ecology: Impact Assessment, Mitigation and Monitoring – 3
1. 野生生物のための青い反射板は「進め」か？

A green light for blue wildlife reflectors?, Edgar A. van der Grift, Fabrice G. W. A. Ottburg, Dennis R. Lammertsma1, 
Frans P .J. van Bommel

2. 大規模な最適化インフラストラクチャの代替としての動物検出システム（ADS）の評価
#2 Evaluation of an Animal Detection System (ADS) as an alternative for large defragmentation infrastructures

3. ジェーンは道でぶつかる！道路はメスのヒメキクガシラコウモリの連結性を低下させます
#3 Hit the road Jane ! Roads decrease the relatedness for females lesser horseshoe bats- Denis Medinas, João 
Tiago Marques, Vera Ribeiro, Hugo Rebelo, Soraia Barbosa, Joana Paupério, Francesco Valerio, Sara Santos, 
António Mira

4. 高速道路A29の大型哺乳類の地下道のマッピングとモニタリング
#4 Mapping and monitoring large mammal underpasses on motorway A29 - Maria Psaralexi,George Lyberopoulos, 
Elina Theodoropoulou, Yiannis Tsaknakis, Athanasios Tragos, Yiorgos Lazaros, Niki Voumvoulaki, Carme Rosell, 
Marina Torrellas, Spyros Psaroudas, Yiorgos Mertzanis

5. 道路局にとっての非科学的アプローチの価値
#5 The value of a non-scientific approach for road agencies - Victor Loehr, Japp Mulder

6. ライフセーフクロッシング：ヨーロッパの肉食動物の大規模な道路死亡を防ぐための新しい国際プロジェクト
#6 LIFE SAFE-CROSSING: A new international project for preventing large carnivore road mortality in Europe -
Annette Mertens, Simone Ricci, Fabio Papini, Mihai Fedorca, Spyros Psaroudas, Inigo Fajardo, Carme Rosell, 
Antonio Antonucci, Andrea Gennai
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1. 野生生物のための青い反射板は「進め」か？
A green light for blue wildlife reflectors?, Edgar A. van der Grift, Fabrice G. W. A. Ottburg, Dennis R. Lammertsma1, Frans P .J. van Bommel

野生生物のフェンスは、適切に設計、設置され、十分な長さがあれば、鹿と車両
の衝突（DVC）を減らすのに効果的であることが証明されています。ただし、フェ
ンスは、設置と保守のコストや審美的な理由などにより、どこにでも設置すること
はできません。このため、費用がかからず、目立たない緩和策がいくつか開発され
ています。これらの1つは、道路の端に設置できる野生生物のための反射板です。
通過する車の光を周囲の生息地に反射し、停止を目指すことになっています。
交通量があるときに鹿が道路を横断するのを防ぎます。現在、さまざまな野生生物
の反射板が市場に出回っています。最近のタイプの1つは、青い野生生物の反射板です。オランダでは、これらの青い反射板は、効果的である
と認識したため、道路管理者やハンターにすぐに採用されました。数年以内に、何百もの道路にこれらの青い野生生物の反射板が装備されまし
た。それでも、青い反射板がDVCを減らすという主張を裏付ける科学的研究は行われていません。私たちの目的は、野生生物のための青い反射
板がDVCを低下させるかどうか、もしそうなら、どの程度まで低下させるかをテストすることです。野生生物のための青い反射板の設置前後の
37本の道路（全長26.8 km）でノロジカ（Capreolus capreolus）のロードキルデータを収集しました。設置年は道路によって異なるため、緩和
前の年数は5年から8年の間で変動し、緩和後の年数は2年から5年の間で変動した。したがって、（1）5年前と2年後（n = 37道路）、および
（2）5年前と5年後（n = 18道路）の2つのシナリオを分析しました。 2サンプルのポアソン検定を使用して、緩和の前後でDVCに統計的に有意
な（p <0.05有意水準）変化があるかどうかを評価しました。私たちのヌル仮説は、緩和の前後のDVCの平均数に違いはないというものでした。
どちらのシナリオでも、帰無仮説を棄却することはできませんでした。シナリオ1では、緩和の前後で、年間平均のロードキルはそれぞれ24.4
と24.5でした。シナリオ2では、年間の平均ロードキルは、緩和の前後でそれぞれ24.4と24.2でした。調査対象道路周辺の人口は、緩和前後で
それぞれ9％（シナリオ1）、17％（シナリオ2）と減少した。
人口数とロードキルの線形関係を仮定して、これらの人口数の傾向を補正すると、リフレクターを設置した後、ロードキルが10％（シナリオ
1）および19％（シナリオ2）増加する傾向が見られました。私たちの研究は、大規模な実施の前に道路緩和策の評価の必要性を強調していま
す。それは開業医からの信号を示しています。緩和効果についてはバイアスがかかる可能性があるため、注意して扱う必要があります。私たち
の調査結果は、ヨーロッパの他の場所で実施された最近の研究の結果を反映しています。したがって、野生生物の青い反射板はまだ「進め」と
はいえません。

トピック①：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– ３

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
A Wildlife fences have been proven to be effective in reducing deer-vehicle collisions (DVC), if properly designed, installed and of sufficient length. Fences, however, cannot be installed everywhere due to, e.g., the costs of installation and maintenance or esthetical reasons.For this reason several less costly and less conspicuous mitigation measures have been developed. One of these is wildlife reflectors, which can be installed in road verges. They are supposed to reflect the lights of passing cars into the surrounding habitat, aiming to stopdeer from crossing the road when there is traffic. Currently a variety of wildlife reflectors are on the market. One of the more recent types are blue wildlife reflectors. In the Netherlands, these blue reflectors were quickly adopted by road managers and hunters, as they perceived them to be effective. Within a few years hundreds of roads have been equipped with these blue wildlife reflectors. Yet, no scientific study has been carried out to support the claims that the blue reflectors reduce DVC. Our objective is to test whether blue wildlife reflectors reduce DVC, and if so, to what extent. We collected roadkill data of roe deer (Capreolus capreolus) on 37 roads (total road length: 26.8 km), both before and after the installation of the blue wildlife reflectors. As the year of installation differed between roads, the number of years before mitigation varied between 5 and 8 years, and the number of years after mitigation varied between 2 and 5 years. Therefore, we analysed two scenarios: (1) 5 years before and 2 years after (n=37 roads), and (2) 5 years before and 5 years after (n=18 roads). We used the two-sample Poisson-test to assess whether a statistically significant (p<0.05 significance level) change in DVC before and after mitigation occurs. Our null hypothesis was that the average number of DVC before and after mitigation does not differ. For both scenarios we could not reject the null hypothesis. In scenario 1 average yearly roadkill was, respectively, 24.4 and 24.5 before and after mitigation. In scenario 2 average yearly roadkill was, respectively, 24.4 and 24.2 before and after mitigation. Population numbers in the areas surrounding the studied roads declined with, respectively, 9% (scenario 1) and 17% (scenario 2) before and after mitigation. If we correct for these trends in population numbers, assuming a linear relation between population numbers and roadkill, we found a trend of 10% (scenario 1) and 19% (scenario 2) increase of roadkill after the reflectors had been installed. Our study emphasizes the need for evaluations of road mitigation measures prior to large-scale implementation. It shows that signals from practitionersabout mitigation effectiveness can be biased and therefore should be treated with care. Our findings reflect the outcome of recent studies carried out elsewhere in Europe. Hence, no green light for blue wildlife reflectors yet.



2..大規模な最適化インフラストラクチャの代替としての動物検出システム（ADS）の評価
Roadkills in Europe: areas of high risk of collision and critical for populations persistence, Clara Grilo,
Elena Koroleva, Richard Andrášik, Michal Bíl, Manuela González-Suárez

フランダースの東にあるカンパーバーンN73は、55km²の広大な軍事領域を通る地方道路です。これは、
フランダースで最大の自然のヒースの風景の1つです。ドメインはトレーニング場として使用されるため、
一般の人はアクセスできません。軍事領域は、ヨーロッパナメラ、スワンプフロッグ、トウブスキアシ
ガエル、ヨーロッパヨタカなどの22のヨーロッパ保護種の19のヨーロッパ保護生息地をカバーしていま
す。最近では、オオカミも登場しています。この地域はイノシシの生息地でもあり、N73で多くの自動
車事故を引き起こしています。また、交通量は制限速度90km / hに適合していません。夜間は、120km 
/ hを超える速度が一般的です。政治家は、交通安全を強化するためのソリューションに非常に興味を持
っています。道路をフェンスで囲うのが最も簡単な解決策ですが、これにより断片化が増加します。

動物に交差点の可能性を提供せずに道路をフェンスで囲わないことが重要な原則です。風光明媚な環境
のため、大規模な最適化インフラストラクチャを構築することは困難です。別の方法は、動物検出シス
テム（ADS）のインストールです。交通量が多いため、動物に警告するシステムが常に作動することを
考慮して、動物の接近についてドライバーに警告するシステムを選択しました。

これは、2つの検出システムをテストするパイロットプロジェクトです。結果に応じて、この原則は、高
価なインフラストラクチャソリューションの代わりに他の場所に適用される場合があります。長さ4km
の道路は、動物（ラジオカラーのオオカミでさえ）が定期的に道路を横断する場所のために2つのギャッ
プで両側に沿ってフェンスで囲まれています。フェンスに沿って、9つの牛グリッド、12のゲート、20の
脱出ランプが設置されました。ギャップには、道路の北側のライン検出（AIRセンサー）と南側の赤外線
検出（PIRセンサー）の2種類の検出システムが装備されています。さらに、8つの動的な交通標識は、動
物が交差する可能性についてドライバーに警告します。システムは2019年3月25日から稼働しています。

トピック②：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– ３

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The Kamperbaan N73 in the east of Flanders is a regional road that cuts through a large military domain of 55 km². This is one of the biggest natural heath landscapes in Flanders. The domain is used as a training ground and therefore not accessible for the public. The military domain covers 19 European protected habitats for 22 European protected species such as Smooth Snake, Swamp Frog, Spadefoot Toad and European Nightjar.More recently also the Wolf has appeared. The area is also the habitat of Wild Boar, causing many car accidents on the N73. In addition, traffic does not comply with the speed limit of 90km/h. At night, speeds above 120km/h are common. Politicians are very interested in solutions to enhance traffic safety. Fencing the road would be the easiest solution but this increases fragmentation.It is an important principle never to fence roads without providing crossing possibilities for animals. The scenic context makes it difficult to build large defragmentation infrastructures. The alternative is the installation of an Animal Detection System (ADS). Given that systems that warn animals would be constantly activated because of the busy traffic, we opted for a system that alerts the drivers about approaching animals.This is a pilot project testing 2 detection systems. Depending on the results, the principle may be applied to other locations as an alternative to expensive infrastructural solutions.The road, 4km in length, is fenced along both sides with 2 gaps for spots where animals (even a radio-collared wolf) regularly cross the road. Along the fences 9 cattle grids, 12 gates and 20 escape ramps were installed.The gaps are equipped with 2 different types of detection system: a line detection (AIR-sensors) on the northern side of the road and infrared detection (PIR-sensors) on the southern side. In addition,8 dynamic traffic signs warn drivers about the possibility of animals crossing. The system is operational since 25th March 2019.The Kamperbaan N73 in the east of Flanders is a regional road that cuts through a large military domain of 55 km². This is one of the biggest natural heath landscapes in Flanders. The domain is used as a training ground and therefore not accessible for the public.The military domain covers 19 European protected habitats for 22 European protected species such as Smooth Snake, Swamp Frog, Spadefoot Toad and European Nightjar.More recently also the Wolf has appeared.The area is also the habitat of Wild Boar, causing many car accidents on the N73. In addition, traffic does not comply with the speed limit of 90km/h. At night, speeds above 120km/h are common. Politicians are very interested in solutions to enhance traffic safety. Fencing the road would be the easiest solution but this increases fragmentation.It is an important principle never to fence roads without providing crossing possibilities for animals.The scenic context makes it difficult to build large defragmentation infrastructures. The alternative is the installation of an Animal Detection System (ADS). Given that systems that warn animals would be constantly activated because of the busy traffic, we opted for a system that alerts the drivers about approaching animals.This is a pilot project testing 2 detection systems. Depending on the results, the principle may be applied to other locations as an alternative to expensive infrastructural solutions.The road, 4km in length, is fenced along both sides with 2 gaps for spots where animals (even a radio-collared wolf) regularly cross the road. Along the fences 9 cattle grids, 12 gates and 20 escape ramps were installed.The gaps are equipped with 2 different types of detection system: a line detection (AIR-sensors) on the northern side of the road and infrared detection (PIR-sensors) on the southern side. In addition,8 dynamic traffic signs warn drivers about the possibility of animals crossing. The system is operational since 25th March 2019.



3. ジェーンは道でぶつかる！ 道路はメスのヒメキクガシラコウモリの連結性を低下させます
#3 Hit the road Jane ! Roads decrease the relatedness for females lesser horseshoe bats-

人間が誘発する生息地の乱れが現代の個体群構造と遺伝子流動を細かい空間スケールでどのように形成するかを
理解することは、個体群が小さく断片化され、分散能力が限られている種を適切に管理するための鍵です。今日
まで、障壁（道路、生息地の分断化など）が遺伝子流動にどのように影響するかに焦点を当てた研究はほとんど
ありません。道路は、毎年何百万ものロードキルを引き起こし、主に分散能力の低い種の動きを混乱させ、これ
らの個体群の遺伝的構造を変化させることで知られています。

一部のコウモリ種は、分散の可能性が高いにもかかわらず、飛行コストが高いために分散の動きが少ない場合があり、ロードキルに対する高い脆弱性と相ま
って、個体群構造に強い影響を与える可能性があります。さらに、コウモリの個体群では、性別による分散の違いがよく見られます。したがって、メスは強
い局所的親和性を持ち、オスはコロニー間の遺伝的メディエーターとして機能する可能性があります。
この研究では、景観の特徴が、ヒメキクガシラコウモリ（Rhinolophus hipposideros）の個体群における遺伝子流動と性特異的な関連構造をどのように駆動
するかを調査しました。遺伝距離行列の複数の回帰と空間的に明示的な分析を組み合わせて、遺伝的個人のモデルを景観抵抗面に適合させました。ジェノタ
イピングには、ポルトガル南部の地中海のアグロフォレストリーシステム全体で収集された2,837のSNPと327のコウモリのサンプルが含まれていました。
関連性構造に基づく私たちの分析は、オスに偏った分散仮説を支持しました。メスは定住的であると考えられていますが、オスは風景全体で均一なレベルの
関連性を示しています。さらに、ランドスケープ機能の効果も性別固有である可能性があることを示しました。関連性分析では、道路で二分されたメスのコ
ロニーは、道路が存在しない場合よりも、それらの間の関連性が低いことが示されました。実際、メスのコロニー間の関連性は、オスとは異なり、道路の近
接性と負の相関関係がありました。しかし、道路建設が隔離の明確な遺伝的信号を検出するのに十分でない可能性があるため、タイムラグと相まって、ヒメ
キクガシラコウモリの少ない世代の長い世代の時間。したがって、提示された研究の主な発見は、道路が減少したが遺伝子流動を停止しなかったということ
ですが、それらは現代の遺伝的集団構造の主要な推進力であり、地元のコウモリ集団に中長期的な影響を及ぼします。さらに、私たちの結果は、農業地域の
存在などの不適切な生息地が、コロニー間の個体数の接続性を仲介する重要な要因であるという証拠です。

この研究は、特に異なる性分散能力を持つ種を研究する場合に、性別間の機能的接続を差別的に促進または妨害する景観要素を特定することにより、性別固
有の分析を実施する可能性を強調しています。私たちの調査結果は、ヒメキクガシラコウモリの保護、道路計画計画、生息地管理のために重要です。
絶滅の危機に瀕している保全状況と種固有の特性（例：低空飛行、高道路死亡率）により、道路バリア効果のリスクが高まります。現代の遺伝的構造に対す
る微細な道路の強い影響は、繁殖中の雌の高い生存率を維持し、コロニー間の継続的な交換個体を維持することを可能にする道路間の接続性を高めるために
効果的な管理措置が必要であることを示しています。

トピック③：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– ３

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The understanding of how human-induced habitat disturbance shapes the contemporary population structure and gene flow at fine-spatial scale is key for adequate management of species with small and fragmented populations and with limited dispersal abilities. To date there are few studies focusing on how barriers (e.g. roads, habitat fragmentation) might influence gene flow at fine-scales. Roads are known for causing millions of roadkill severy year and for causing movement disruptions mainly for species with low dispersal abilities, thus changing the genetic structure of these populations. Some bat species, despite the high potential for dispersal, may show low dispersal movements due to high flight costs, which combined with a high vulnerability to roadkills, can have a strong effect on population structure. Moreover, differential sex-specific dispersal, often biased towards males is commonly observed on bat populations.Thus, we expect that females will possess strong local affinities, whereas males may act as genetic mediators among colonies. In this study, we investigated how landscape features drive the gene flow and sex-specific relatedness structure on a lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) population. We combined multiple regressions on genetic distance matrices and spatially explicit analysis to fit models of genetic individuals- relatedness to landscape resistance surfaces. Genotyping involved 2,837 SNPs and 327 bat samples collected across a Mediterranean agroforestry system of southern Portugal. Our analysis based on relatedness structure supported the male-biased dispersal hypothesis. Females are thought to be philopatric, whereas males display uniform levels of relatedness throughout the landscape. Furthermore, we demonstrated that the effect of the landscape features could also be sex-specific. The relatedness analyses showed that the female´ colonies bisected by roads were less related between themselves than to those where no roads were present. In fact, relatedness among female’ colonies was negatively correlated with proximity of roads, unlike males. However, the long-generation time for lesser of horseshoe bat, jointly with time lag since the road construction may not be sufficient to detect a clear genetic signal of isolation. Thus, main finding of presented study is that the roads reduced but did not halt the gene flow, although they may be major drivers of contemporary genetic population structure with medium to long-term consequences on the local bat populations. Furthermore, our results yield evidence that unsuitable habitat, such as presence of agricultural areas, is important factor mediating population connectivity between colonies. This study underscores the potential of conducting sex-specific analysis by identifying landscape elements that differentially promote or impede functional connectivity between sexes, particularly when studying species with different sex-dispersal abilities, as may uncover processes that may otherwise remain cryptic. Our findings are important for lesser horseshoe bat conservation, road planning schemes and habitat management, dueto the threatened conservation status and species-specific traits (e.g. low flying, highroad mortality), that increases the risk of road barrier effect. The strong effect of roads at fine-scale on the contemporary genetic structure shows that effective management measures are required to increase across-roads connectivity allowing to preserve high survival rates of breeding females and maintaining continuous exchange individuals between colonies.



4. 高速道路A29の大型哺乳類の地下道のマッピングとモニタリング
#4 Mapping and monitoring large mammal underpasses on motorway A29 

ギリシャでは、ヒグマ（Ursus arctos）は、EU生息地指令（92/43 / EEC）の付属書IIおよび
IVに記載されている優先種であり、加盟国はクマの生息地の劣化と混乱を回避する必要がある
ことを意味します。 ただし、高速道路A29は、ギリシャ北西部のヒグマの生息地を通り抜け、
遺伝子流動を制限し、個体群を隔離し、最終的には全体的な景観接続を低下させる障壁として機能します。操業から5年以内に、A29で20回以上のクマと車両
の衝突が発生し、2014年に動物が車道に到達するのを防ぐためにクマの侵入を防ぐフェンスが設置されました。

その結果、クマと車両の衝突が大幅に減少し、それ以来1件の事故が発生しました。それにもかかわらず、この耐熊フェンスはバリア効果も高めたため、高速
道路の浸透性を評価する必要性は否定できません。

LIFE SAFE CROSSINGプロジェクト（LIFE17NAT / IT / 464）の枠組みの中で、高速道路沿いの現地調査を実施し、ヒグマやその他の大型哺乳類の潜在的な
通路を特定しました。すべての交差構造を記録し、検査しました。そして、それらの状態と関連する特徴（すなわち、サイズ、周囲の風景、より小さなまた
はより大きな哺乳類による使用の証拠）を登録しました。また、動物の動きに対する障壁や、問題があるために路面にアクセスできる場所も特定しました。

フェンスの端またはフェンスの人間による改ざん。続いて、ソーラーパネル/バッテリー駆動のセルラー（4G）カメラを介して監視する45の構造（2019年春/
夏-2020年春）を選択しました。監視システムは、ユーザーフレンドリーなグラフィカル環境を介して、関連情報、自動カメラスナップショット/ビデオスト
レージ、通過ごとのスナップショット、パッセージごとの統計などとともに、地図上でパッセージを視覚化できるバックエンド・インフラストラクチャによ
ってサポートされます。監視システムは55kmの区間に沿った地下道に設置され、地下道の選択基準は主に大型哺乳類による使用の証拠であり、高速道路全体
に分布していました。次に、盗難/破壊行為のリスクとネットワークの受信この高速道路に沿って約バリアントサイズの140の地下道と計算された開放性指数
は、0に近い値（2x2mの入口と長さ> 100mの暗渠）から高架橋で計算された最大値である175（高さ：35m、幅：125m、長さ： 25m）。

最初のパイロットカメラは3月に設置され、残りの44台は7月（2019年）に設置されました。受信のない地下道には5台のカメラが設置されており、定期的に
手動でチェックされています。今日、数か月後、私たちはすでに何千もの写真とそれに付随するビデオを収集しました。これは、人間と大型哺乳類の両方に
よる地下道の使用を証明しています。地下道を使用して高速道路を横断する記録された野生生物種には、ヒグマ、オオカミ（Canis lupus）、イノシシ（Sus 
scrofa）、キツネ（Vulpes vulpes）、イタチ科（Meles melesなど）、小型哺乳類などがあります。人間による記録された使用には、通常、一次部門で使用
される車両、家畜の群れを持つ羊飼い、および時折通行人が含まれます。私たちの調査結果によると、動物用の地下道の魅力を高めるための改善措置が提案
されます。うまくいけば、この方法で、安全で透過性のある高速道路と、堅牢な哺乳類のコミュニティを保証します。

トピック④：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– ３

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
In Greece, the brown bear (Ursus arctos) is a priority species listed in Annex II and IV of the EU Habitats Directive (92/43/EEC) and thus, it is implied that Member States should avoid the deterioration and disturbance of bear habitats. However, motorway A29 cuts through brown bear habitat in northwestern Greece and acts as a barrier which restricts gene flow, isolates populations and ultimately, reduces overall landscape connectivity. Within 5 years of operation, more than 20 bear-vehicle collisions occured on A29, until a bear-proof fence was installed in 2014 to prevent animals from reaching the roadway.This resulted in the drastic reduction in bear-vehicle collisions with only one incident ever since. Nonetheless, this bear-proof fence also increased the barrier effect and thus, the need for evaluation of the motorway’s permeability is undeniable.In the framework of the LIFE SAFE CROSSING project (LIFE17NAT/IT/464), we performed field inspections along the motorway and identified potential passages for brown bears and other large mammals. We recorded all crossing structures, inspectedand registered their condition and relevant features (i.e. size, surrounding landscape, evidence of use by smaller or larger mammals). We also identified barriers to animal movement, and places where there is access to the road surface due to problematicfence-ends or human tampering with the fence. Following, we selected 45 structures to be monitored (spring/summer 2019-spring 2020) via solar-panel/battery powered cellular (4G) cameras. The monitoring system is supported by a back-end infrastructure capable of passages visualization on map, along with associated info, automated camera snapshots/videos storage, snapshots depiction per passage, statistics per passage, etc. via a user-friendly graphical environment. The monitoring system was installed on underpasses along the 55km segment and underpass selection criteria were primarily evidence of use by large mammals and even distribution throughout the motorway, and secondarily, theft/vandalism risk and network reception We found that along this motorway there are ca. 140 underpasses of variant size and the calculated Openness Index ranges from values close to 0 (culverts with a 2x2m entrance and length >100m) to 175, which is the maximum value calculated at a viaduct (height: 35m, width: 125m, length: 25m).The first pilot camera was installed in March and the rest 44 in July (2019). Five cameras have been installed at underpasses with no reception and are manually checked periodically. Today, only after a couple of months, we have already collected thousands of pictures and accompanying videos, which attest the use of underpasses by both humans and large mammals. Recorded wildlife species which use the underpasses to cross the motorway, include brown bears, wolves (Canis lupus), wild boars (Sus scrofa), foxes (Vulpes vulpes), mustelids (e.g. Meles meles) and small mammal species. Recorded use by humans usually involves vehicles used in the primary sector, shepherds with livestock herds and occasional passersby. According to our findings, improvement actions will be proposed to increase attractivenessof the underpasses for animal use. Hopefully, in this manner we will guarantee a safe and permeable motorway, as well as robust mammal communities.



5. 道路局にとっての非科学的アプローチの価値
#5 The value of a non-scientific approach for road agencies - Victor Loehr, Japp Mulder
道路局にとって、事前測定と管理測定（つまり、BACI設計）を含む道路生態学に関する科学的
研究を開始することはしばしば困難です。困難は財政的制約にあるかもしれませんが、測定前
の瞬間の間のミスマッチにもあるかもしれません
実行する必要があり、計画の承認が確保された瞬間、および制御測定を実行する必要がある場
所とプロジェクトの空間範囲の間。ここでは、非科学的アプローチがかなりの価値を生み出した
オランダの高速道路拡張の事例を紹介します。
道路局のために、共通の問題を解決するために、利用可能な資金と州および鉄道機関からの資金を組み合わせ始めました。地元の
自然保護団体も参加しました。アナグマは高速道路A27の近くで捕獲され、計画の承認を申請する際にGPS首輪を取り付けました。
さらに、既存のすべてのアナグマ地下道にカメラトラップが設置されました。これらの取り組みは、建設段階で法的に義務付けら
れている緩和策と補償策を策定するためのデータの必要性によって正当化されました。道路拡張の入札中、私たちは請負業者に可
能な限り多くの監視を継続するように要求しました。監視計画は道路局によってレビューされ、計画の質は請負業者が入札に勝つ
チャンスを増やしました。受託した請負業者は、建設段階全体を通じて完全な監視スキームを継続しました（つまり、追加のアナ
グマを捕獲し、カメラトラップの使用を継続しました）。
道路庁にとっての価値は、（1）アナグマの領土のサイズと位置の変化、および敷石、道路の端、地下道の使用の変化に関する洞察
（2）敷石があったときの管轄当局の情報の即時利用可能性で構成されていました。道路の端で予期せず発見され、それを削除する
許可が必要でした。（3）プロジェクトの実行を容易にするための調整を可能にする情報の入手可能性、および（4）将来の道路拡
張プロジェクトで使用するための結果を示す半科学論文。科学的アプローチは対策の効果と有効性について最も確実性を提供しま
すが、非科学的で日和見主義的なアプローチは依然として道路局にかなりの価値を提供できると私たちは信じています。

トピック⑤：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– ３



6. ライフセーフクロッシング：ヨーロッパの肉食動物の大規模な道路死亡を防ぐための新しい国際プロジェクト
#6 LIFE SAFE-CROSSING: A new international project for preventing large carnivore road mortality in Europe -

道路の存在は、生息地の分断化の要因であると同時に、個体の直接的な死亡の重要な原因であるため、野生生物の保護に大きな
影響を及ぼします。 LIFE SAFE-CROSSINGプロジェクト（https://life.safe-crossing.eu/）は、ヨーロッパの4か国（マルシカ
ヒグマとイタリアのオオカミ、スペインオオヤマネコ）の3つの優先種に対する道路の影響を緩和することを目的としています。
スペインとギリシャとルーマニアのヒグマ。以前のLIFESTRADEプロジェクト（www.lifestrade.it）で開発されたベストプラク
ティスに基づいて、現在のプロジェクトは2018年9月に開始され、2023年8月まで続きます。

プロジェクトの主な活動は次のとおりです。

● リスクの高い道路セグメントの特定と監視。
● 動物と車両の衝突（AVC）を防止し、生息地の分断化を減らすための行動の実施。
● AVCのリスクと予防に関するドライバーと政策立案者の意識を高める。

予防措置を実施する道路セグメントを選択するために、500を超えるケースを使用して、「カーネル密度推定プラス（KDE 
+）」メソッドが適用されました。大型の肉食動物や他の中型および大型の哺乳類との交通事故。また、交差率が最も高い道路
セグメントを特定するために、無線タグ付き動物のテレメトリデータを分析しました。次に、AVC防止ツールを設置する正確な
場所を選択するために、道路の殺害のホットスポットを正確に監視しました。また、24時間、対象道路の車両の数と速度を監視
しました。

これらの活動に基づき、LIFESTRADEプロジェクトで開発された27AVC防止システムが設置され、30kmの道路に革新的な路側
アクティブリフレクターが装備されます。生息地の接続性を優先するために、80の既存の地下道が再適応され、野生生物による
使用が増加します。革新的な「ニューロ・マーケティング」技術は、道路の殺害問題についてドライバーの意識を高め、適切な
運転行動をとるように促すために特別に設計された道路標識を作成するために実験されています。地元の自動車教習所との具体
的な情報キャンペーンを実施し、若者を巻き込んで引き付けるトピック別ビデオゲームを開発します。

したがって、LIFE SAFE-CROSSINGプロジェクトは、国際レベルの団体や民間団体が関与する生物多様性への道路への影響の
問題に直面するためのツールです。このイニシアチブの主な特徴は、道路の殺害や生息地の分断化に対してさまざまな方法で行
動し、将来に複製できる事例を提供することです。

トピック⑥：道路生態学：影響の評価、緩和およびモニタリング– ３



プレゼンテーション：
線形インフラストラクチャにおける生物多様性保全の課題と機会
タイトル：Session 4.3.3.Full Presentations: Challenges and Opportunities for Biodiversity Conservation in Linear Infrastructures

1. 道路は生態学的プロセスと生物多様性にどのように影響するか？ – 2008年から2018年までの10年間の系統的文献レビューの要約
#1 How do roads affect the ecological processes and biodiversity? – summing up a systematic
literature review for the decade 2008-2018 - Hans Martin Hanslin, Johannes Koll365 Abstract Book List of Communications 
mann, Svenja Kroeger, Larissa Uhe, Sabrina Behrendt, Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson, Jan Christian Habel, Marcello 
D’Amico, Knut Anders Hovstad

2. ブラジルの交通エコロジースペシャリストネットワーク（REETブラジル）
#2 The Brazilian Network of Transport Ecology Specialists (REET Brasil) - Simone Freitas, Clarissa Rosa, Helio Secco, Mariane Biz, 
Fernanda Teixeira, Marcelo Gordo

3. 高圧送電線の緑の回廊の作成：Win-Win戦略をどのように実証するか？
#3 Creating high voltage power lines green corridors: how to demonstrate a win-win strategy? - Lisa Garnier, Bruno Salvi, Agnès 
Baccelli, Amélie Lafragette, Christophe Martinez, Damien D-Eaubonne, Gérald Sambardier, Sandrine Willer, Fabien Merpillat, 
Delphine Bonnifay, Juliette Auger, Emma-Pacome Vejux, Alexis Roset, Luc Estachy, Grégoire Martin, Kevin Rossi, Etienne Dupuy, 
Gérard Jadoul, Jean-François Godeau, Céline Davril- Bavois, Nicolas Bock, Jean-François Lesigne

4. チェコ共和国の送電線上の鳥の保護–監視から実際的な対策まで
#4 Protection of birds on power lines in the Czech Republic – from monitoring to practical measures - Václav Hlaváč

5. 鉄道の乾いた草地パッチにおける生物多様性の評価
#5 Assessing Biodiversity in Railway Dry Grassland Patches - Magnus Stenmark

6. 鉄道における動物デフレクターの鳥保護効果の決定
#6 Determination of the bird protection effectiveness of animal deflectors on railway overhead lines - Jana Görlich, Stefan 
Kornhuber, Hans-Peter Pampel, Christoph Jöckle,Marion Leiblein-Wild

動画あり



トピック①：線形インフラストラクチャにおける生物多様性保全の課題と機会

1. 道路は生態学的プロセスと生物多様性にどのように影響するか？ – 2008年から2018年までの10年間の系統的文献レビューの要約
道路はさまざまな空間スケールで生態学的プロセスに影響を及ぼし、研究は自然資本と生態学的プロセスに対するマイナスとプラスの両方の
影響を文書化しています。それでも、結論を導き出し、道路当局を導くには、知識のギャップが大きすぎ、地理的および分類学的バイアスが
あります。系統的レビューアプローチを使用して、現在の知識を統合し、知識のギャップを特定しました。幅広い検索文字列を使用し、検索
を2008年から2018年の期間に限定しました。これにより、合計で約2000のユニークな論文が得られました。タイトルと要約のスクリーニン
グにより、これは473の論文に減少し、人口プロセス、人口統計、分布、発生、豊富さ、生物多様性、行動、景観の接続性に対する道路の影
響を推定、モデル化、またはレビューする研究が含まれました。最初のスクリーニング基準に合格した論文は、全文でスクリーニングされ、
トピックにグループ化され、地理、道路タイプ、生息地タイプ、管理、および記録された応答に関連するパターンを検出するために、より詳
細に調査されました。このグループ分けは、論文が侵入種を扱っているかどうかに基づいていました。集団遺伝学;エッジ効果、風景の視点;
人口プロセス;生物多様性;分散と接続性;道端の建設と管理;生息地と資源として間近に迫っています。エコロジカルトラップ;ロードキル;汚染
と生態毒性;難民と保護のアプローチとして間近に迫っています。ノイズ;都市化;または生態系サービス。次に、これらの論文グループは、ナ
ラティブアプローチを使用してレビューされました。生物多様性は、主に分類学的多様性に焦点を当て、しばしば狭い系統発生的焦点の範囲
内で、論文の最大のカテゴリーとして175の論文で取り上げられました。 130の研究は、断片化、集団遺伝学、分散、接続性に関する詳細と
組み合わせて、さまざまな景観の視点に取り組んだ。しかし、移動と分散に関する論文の大部分は、より小さな空間スケールでのプロセスを
扱っています。かなりの数の論文（124）が、生息地または資源の提供者としての道路の端の役割を調査しました。論文のサブセットでは、
これは避難所としての道端の役割または保全における彼らの役割に関連していた。広範囲の測定または推定された効果を含む人口統計学およ
び集団プロセスを扱った100以上の論文があり、集団遺伝学と組み合わせたものはほんのわずかでした。エッジ効果は、非生物的説明変数に
リンクされることもある広範囲の生物（108の論文）についてもかなりよく説明されていました。騒音、バリア効果、車両衝突、景観の断片
化などのプロセスと要因の強い悪影響にもかかわらず、HTIはかなりの生物学的多様性と種の豊富さを含み、景観の構造的および資源の不均
一性に寄与し、生物の多様なセット。ただし、これらの貢献の証拠は断片化されており、応答（特に動物）の種特異性が高いだけでなく、景
観構成と資源の強い影響もあります。種の発生から個体群およびコミュニティレベルでのプロセスと機能への焦点のシフト。道路に向かう接
続と道路から離れる接続の重要性に対処し、より大きな景観の道路に沿った生息地を統合します。道路の建設と維持管理における重要なコン
ポーネントとトレードオフを特定して優先順位を付けるアプローチは、将来の研究で取り組むべき主要な知識のギャップの1つです。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Roads affects ecological processes at a range of spatial scales, and studies document both negative and positive effects on natural capital and ecological processes. Still there are too large knowledge gaps and geographic and taxonomic biases to draw conclusions and guide road authorities. We used a systematic review approach to synthesise current knowledge and identify knowledge gaps. We used a broad search string and limited our search to the period 2008 -2018. This gave a total of about 2000 unique papers. Title and abstract screening reduced this to 473 papers where we included studies that estimate, model or review effects of roads on population processes, demography, distribution, occurrence, abundance, biodiversity, behaviour and landscape connectivity. Papers that passed the initial screening criteria were screened on full-text, grouped into themes and explored in more detail to detect patterns related to geography, road types, habitat types, management and responses recorded. This grouping was based on whether papers addressed invasive species; population genetics; edge effects, landscape perspectives; population processes; biodiversity; dispersal and connectivity; roadside construction and management; verges as habitats and resource; ecological traps; roadkill; pollution and ecotoxicology; verges as refugees and conservation approaches; noise; urbanisation; or ecosystem services. These groups of papers were then reviewed using a narrative approach.Biodiversity was addressed in 175 papers as the largest category of papers, mainly with a focus on taxonomic diversity and often within a narrow phylogenetic focus. 130 studies addressed different landscape perspectives, some in combination with details on fragmentation, population genetics, dispersal and connectivity. The majority of papers on movement and dispersal, however, addressed processes at smaller spatial scales. A good number of papers (124) explored the role of road verges as habitats or providers of resources. In a subset of the papers, this was linked to the role of roadsides as refuges or their role in conservation. There were over 100 papers addressing demography and population processes involving a broad range of measured or estimated effects and only a few in combination with population genetics. Edge effects were also rather well described for a wide range of organisms (108 papers) sometimes linked to abiotic explanatory variables. We found that, despite strong negative effects of processes and factors such as noise, barrier effects, vehicle collisions and landscape fragmentation, HTI can contain considerable biological diversity and species richness, contribute to structural and resource heterogeneity in the landscape, and function as corridors for a diverse set of organisms. However, evidence of these contributions is fragmented, with high species-specificity in responses (especially in animals), but also a strong impact of the landscape configuration and resources. A shift in focus from species occurrence to processes and functions at population and community level; addressing the importance of connectivity towards and away from the roads, integrating habitats along roads in a larger landscape; and approaches to identify and prioritise critical components and trade-offs during road construction and maintenance are among the major knowledge gaps to be addressed in future research.



トピック②：線形インフラストラクチャにおける生物多様性保全の課題と機会

2. ブラジルの交通エコロジースペシャリストネットワーク（REETブラジル）
ブラジル運輸エコロジースペシャリストネットワーク（REET Brasil）は、研究者、コンサルタント、環
境アドバイザーとマネージャー、公共サービスの専門家、および運輸エコロジーを扱う民間企業の技術代
表によって形成された協会です。この作品は、REETブラジルを国際社会に紹介することを目的としてい
ます。 REET Brasilは、ブラジルでこの問題に関する専門知識を改善および普及し、その結果、環境影響
評価メカニズムと、国土全体に分散する高速道路、鉄道、水路、空港の管理を改善することを提案してい
ます。 REET Brasilの使命は、ブラジルの持続可能な開発と生物多様性の保全を促進するために、輸送生
態学に関連する技術的および科学的情報を促進、擁護、普及することです。 REETブラジルは2019年に開
始され、121人のメンバーがいます。ほとんどのメンバーは生物学者（87％）ですが、弁護士、エンジニ
ア、地理学者、獣医もいます。それらのほとんどは大学院の学位を持っています（86％）。ほとんどのメ
ンバーは、学者（45％）、環境コンサルタント（32％）、またはNGOの代表者（12％）ですが、政府機
関、さまざまな交通手段を管理する企業、または司法の代表者（11％）のメンバーもいます。ほとんどの
メンバーは高速道路（68％）または鉄道（17％）で働いていますが、空港や水路で働いているメンバー
もいます。 REETブラジルのメンバーは、国の南東部（37％）、南部（14％）、中西部（12％）、北東部
（10％）、および北部（7％）の地域で働いており、一部は全国（20％）で働いています。 ）。 REET 
Brasilは、ブラジルの交通生態学の専門知識の参照エンティティになることを目指しています。この目標
を達成するために、REET Brasilは、メンバーが実施するトレーニングコースをサポートし、輸送モード
に従事するさまざまな社会的関係者が関与する科学イベントや会議に参加し、メンバーの相互作用を促進
し、輸送エコロジーに関連するテーマを広め、輸送モードと輸送生態学に関連する活動のための規制に関
する議論に参加します。私たちの最大の課題は、国の北部と北東部の地域、空港、水路の交通生態学の分
野で知識を広め、交通生態学に関連する他の社会的関係者にアカデミーを近づけることです。さらに、
REETブラジルは、パートナーが意思決定に参加し、地域でREETブラジルを代表し、参加を求め、REET
ブラジルの民主的な科学的ビジョンを広めることを支援する予定です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
The Brazilian Network of Transport Ecology Specialists (REET Brasil) is an association formed by researchers, consultants, environmental advisors and managers, public service professionals, and technical representatives of private companies who work with transport ecology. This work aims to show REET Brasil to the international community. REET Brasil proposes to improve and disseminate expertise on the subject in Brazil and, consequently, to improve the environmental impact assessment mechanisms and the management of highways, railways, waterways and airports distributed throughout the national territory. REET Brasil’s mission is to promote, defend and disseminate technical and scientific information related to transport ecology, in order to encourage sustainable development and biodiversity conservation in Brazil. REET Brasil was started in 2019 and has 121 members. Most members are biologists (87%), but there are some lawyers, engineers, geographers and veterinarians; most of them with postgraduate degrees (86%). Most members are academics (45%), environmental consultants (32%) or NGOs’ representatives (12%), but some are from government agencies, companies that manage different modes of transport or representatives of the judiciary (11%). Most members work on highways (68%) or railways (17%), but some work at airports and waterways. REET Brasil members work in the Southeast (37%), South (14%), Midwest (12%), Northeast (10%) and North (7%) regions of the country, and some work throughout the whole country (20%). REET Brasil aims to be a reference entity for expertise in Transport Ecology in Brazil. To achieve this goal, REET Brasil supports training courses conducted by members, participates in scientific events and meetings involving different social actors engaged in transport modes, promotes the interaction of its members, disseminates themes related to Transport Ecology, produces manifests on environmental conflicts associated with transport modes and participates in discussions on regulations for activities related to transport ecology. Our biggest challenges are to disseminate knowledge in the area of Transport Ecology in the North and Northeast regions of the country, in the airports and waterways, and bring the academy closer to other social actors related to Transport Ecology. In addition, REET Brasil intends to empower its partners to participate　in decision-making and to represent REET Brasil in their regions, seeking participation,and dissemination of the democratic scientific vision of REET Brasil.
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3. 高圧送電線の緑の回廊の作成：Win-Win戦略をどのように実証するか？

電力線網が森林地帯にある場合、植生管理は、短絡や停電を引き起こす可能性のある植生干渉から
架空送電線を確保するために、周囲の植物の自然な成長を継続的に停止することを目的としていま
す。樹木のジャイロ研削による完全かつ定期的な伐採は、繰り返しの費用と森林の送電線の下の生
息地の不適切な管理につながります。 2011年以来、2つの送電システムオペレーター（TSO）、RTE（フランス）とエリア（ベルギー）が、
LIFE +生物多様性プロジェクトを通じて、500ヘクタール近くの大規模な新しい植生管理方法と自然生息地回復慣行の実施をテストしました
（ www.life-elia.eu）。電気的リスク管理の同じ保証を提供し続けながら、7つのフィールドアクションが生物多様性を促進しました。この
LIFEプロジェクトのフィードバックは、RTEのプロジェクトであるBELIVEを定義するために使用されています。 BELIVEは、産業レベルで、
生物多様性、生態系サービス、および地域の利害関係者の利益のために、代替植生管理を架空送電線の下で一般化する方法を研究することを目
的としています。パイロット調査として、3つの異なる地域で2018年から2021年の間に200ヘクタールが復元されます。今のところ、植生のレ
イアウトは、エッジ、牧草地、牧草地、池です。 BELIVEはまた、植生維持のための専門知識とフィードバックを開発する必要があります。市
民社会（民間および公共の所有者、狩猟および農業コミュニティなど）とのパートナーシップを通じて、自然の生息地と種に有利な慣行を日常
業務に統合することです。 BELIVEは、地域の期待に応えているようです。たとえば、イノシシの個体数を管理したり、牧歌的な活動を展開し
たりする必要があります。しかし、BELIVEはその経済的実行可能性を実証する必要があります。生物多様性と生態系サービスに基づく新しい
植生管理の実践が、日常の植生管理のコストをどのように削減するのでしょうか。この側面は、既存の電力線インフラストラクチャを通常の生
物多様性に適応させるための基本です。ベルギーでは、結論が出ました。生物多様性に配慮した管理（広大な牧草地、草地）は、従来の管理よ
りも1.4～3.9安価であることが示されました。フランスでは、以前の実験プロットで同じ利点を推定しようとしました。放牧地は電力線を確保
するためにコストを5分の1に削減していることがわかりました。また、「食料供給」と「狩猟」の2つの生態系サービスと、生態機能「生息地
の維持」をコスト法で評価しました。放牧動物の食料コスト削減として計算された農民の利益は、390から875ユーロ/ ha /年で構成されていま
した（Audoin、2018年）。最後に、RTEが主導し、7か国が関与する新しいLIFEプロジェクト（Grid4LIFE）が、2020年に提出のために起草さ
れています。これは、ヨーロッパの高圧ネットワークにおける600ヘクタールの森林の権利を管理し、このタイプのイニシアチブ（法的障害、
フィードバック...）。 BELIVEとその後継は長期的なプロジェクトです。彼らは財政的なデモンストレーションを必要としますが、利益は経済
的以上のものです：それらは生物多様性への圧力と気候変動に対するその回復力を減らします。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
When power lines network are located in forest areas, vegetation management aims at continuously stopping the natural growth of surrounding plants in order to secure overhead lines against vegetation interference which can generate short-circuits and outages. The complete and regular cutting by gyro-grinding of trees, leads to recurrent costs and inappropriate management of habitats beneath the power lines in forests. Since 2011, two Transmission System Operator (TSO), RTE (France) and Elia (Belgium) have tested the implementation of new vegetation management methods and natural habitat restoration practices on a large scale, nearly 500 ha, via LIFE+ Biodiversity project (www.life-elia.eu). Seven field actions promoted biodiversity while continuing to offer the same guarantees of electrical risk control. The feedback of this LIFE project has been used to define BELIVE, a RTE’s project. BELIVE aims at studying how at an industrial level, the alternative vegetation management can be generalized underneath overhead lines for the benefit of biodiversity, ecosystem services and local stakeholders. As a pilot study, 200 ha will be restored over the 2018-2021 period in three different regions. For now, vegetation layout are edges, pastures, meadow and ponds. BELIVE needs also to develop expertise and feedback for vegetation maintenance: the integration of practices favourable to natural habitats and species in the daily tasks through partnerships with civil society (private and public owners, hunting and agriculture community, etc.). BELIVE seems to respond to territory expectations: the need to control wild boar populations or to develop pastoral activities for example. But BELIVE has to demonstrate its financial viability: how a new vegetation management practice based on biodiversity and ecosystem services reduces costs in the everyday vegetation management ? This aspect is fundamental to adapt existing power line infrastructures for ordinary biodiversity. In Belgium, it proved to be concluding. It showed that the biodiversity-friendly management (extensive pasture, grassland) was 1.4 to 3.9 less expensive than traditional management. In France, we tried to estimate on former experimental plots, the same benefits. We discovered that grazing lands are reducing costs by a factor of 5 to secure power lines. Additionally, we assessed by the costs method two ecosystem services, “food provision” and “hunting”, and the ecological function “habitat maintenance”. The benefit for farmers, calculated as a food cost saving for grazing animals, was comprised between 390 and 875 € / ha / year (Audoin, 2018). Finally, a new LIFE project (Grid4LIFE), led by RTE and involving 7 countries has being drafted for filing in 2020. It aims to manage 600 ha of forest rights-of-way in the European high voltage network and to analyse the governance of this type initiative (legal obstacles, feedback...). BELIVE and its successor are long-term projects. They need a financial demonstration but benefits are more than economic: they reduce pressure on biodiversity and its resilience to climate change.
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4. チェコ共和国の送電線上の鳥の保護–監視から実際的な対策まで

チェコ共和国では、1980年代から送電線上の鳥の保護が注目されてきました。法律による
と、1992年以来、チェコ共和国で新しい送電線の建設と既存の送電線の再建に使用できる
のは、感電死を回避する鳥に安全な構造物だけです。この事実にもかかわらず、毎年、感
電死とワイヤーとの衝突により数千羽の鳥が死亡しています。その理由は、どの構造が本
当に安全であり、逆にどこで鳥の死亡が発生するかについての知識が不足していたためで
す。このため、近年、チェコ共和国で鳥の死亡率に関する広範な研究が開始されました。
2015年から2016年の間に、約76.000本の電柱と6.400 kmの送電線（国全体の約10％）が
検査されました。研究の目的は、感電死の観点から鳥にとって危険な極の種類と、個々の
種類の極で死ぬ鳥の数を特定することでした。収集されたデータに基づいて、チェコ共和
国で毎年感電死とワイヤーとの衝突により少なくとも117.000羽の鳥が死亡していると推
定されています。ラプターズは非常に強い影響を受けたグループを代表していました。最
も一般的な犠牲者は、毎年35.000匹が死亡するノスリでした。
しかし、送電線の犠牲者の中には、イヌワシ、オジロワシ、セーカーハヤブサ、ミサゴな
どの非常にまれな種でさえ発見されました。この研究に基づいて、自然保護庁、チェコ鳥
類学会、およびエネルギッシュな企業の間の緊密な協力関係が確立されました。この協力
の成果として、新築の安全性評価システムが導入されました。
新しいソリューションは、自然保護庁の承認を得た後にのみ使用できます。電力線との衝
突から鳥を保護するための新しいガイドラインが現在作成されています。しかし、景観全
体に鳥にとって致命的な危険をもたらす古い建造物がまだ何千もあり、チェコ共和国の問
題を完全に解決するにはさらに10～20年かかる可能性があります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Protection of birds on power lines has been given attention in the Czech Republic since the 1980s. According to law, only bird-safe structures avoiding electrocution can be used for building new power lines and reconstruction of existing ones in the Czech Republic since 1992. Despite this fact thousands of birds die due to electrocution and collision with the wires every year. The reason was the lack of knowledge about which structures are really safe and where, on the contrary, bird mortality occurs. For this reason an extensive study on bird mortality has been initiated in the Czech Republic in recent years. During 2015 - 2016, about 76.000 power poles and 6.400 km of power lines (about 10% of the country’s total) were inspected. The aim of the study was to identify types of poles which are dangerous for birds from the point of electrocution and also the number of birds dying on individual types of poles. Based on collected data, a total estimate of at least 117.000 birds dying due to electrocution and collision with wires in the Czech Republic every year was calculated. Raptors represented a very strongly affected group. The most common victim was common buzzard with 35.000 deaths each year.However, among the victims of power lines were found even very rare species such as golden eagle, white tailed eagle, saker falcon or osprey. Based on this study a close cooperation between Nature Conservation Agency, Czech Society for Ornithology and energetic companies has been established. A safety assessment system for new constructions has been introduced as a product of this cooperation.New solutions can be used only after approval by the Nature Conservation Agency. A new guideline for protecting birds from collisions with power lines is currently being prepared. However, there are still thousands of old structures that are fatally dangerous for birds throughout the landscape and reaching a complete solution to the problem in the Czech Republic may take another 10 - 20 years.
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5. 鉄道の乾いた草地パッチにおける生物多様性の評価

インフラにおける生息地は、絶滅危惧種の重要な生息地としてますます注目を集めています。スウェーデンには、送電線、国
道網、空港、鉄道などの線形インフラストラクチャに沿って約20万ヘクタールの管理草地があります。スウェーデン運輸局は、
一連の年月を通じて、さまざまな地域の鉄道環境における昆虫や植物の多様性を記録してきました。

したがって、2,000種以上の昆虫や維管束植物が鉄道環境に生息していることがわかります。これらの種のうち、約100種が全
国レッドリストに含まれています。この作業では、全国ベースで鉄道環境を評価、分類、および処理する方法を紹介します。
この方法は、遠隔評価、現地視察、生物多様性行動計画の3つのステップで構成されています。リモートオルソフォトアセス
メントは、目に見える構造や土壌特性などの一連のパラメータに基づいて、現場で訪問する鉄道環境を選択します。

次のステップであるフィールド訪問は、維管束植物と昆虫の生息地の記録に焦点を当て、植物種の調査を含みます。 12の事
前定義された生息地構造のステータスは、フィールドでターゲットにされ、評価されます。これらの事前定義された生息地は
それぞれ、1つまたは複数の保護された種を含む動植物のユニークな組み合わせによって表されます。事前定義された生息地
の例には、ハーブHerniariaglabraの密集したパッチを伴う乾燥した日当たりの良い砂利が含まれます。この植物種は、都市部
と農村部の砂と砂利が優勢なパッチで一般的ですが、非常に暖かく日当たりの良いパッチは珍しいです。

Herniaria glabraのある鉄道環境の多くは、確かに暖かくて日当たりの良い微気候にあります。したがって、幼虫がコゴメビ
ユで単食性である、レッドリストに載っているガColeophora scabridaは、鉄道環境で頻繁に記録されています。鉄道地域の
外では、この蛾の種は北ヨーロッパでは非常にまれになっています。現地視察では、生物多様性パラメーターに基づいて全体
的な分類（1～5）を終了します。クラス4（容量不足）およびクラス5（容量不足）は、アクションプランでは考慮されませ
ん。 1（非常に高い保全価値）、2（高い保全価値）、および3（中程度の保全価値）に分類される鉄道環境は、特定の行動計
画の対象となります。これらの行動計画の目的は、鉄道環境に沿った生物多様性を確保し、発展させることです。これまでの
ところ、これらの行動計画は他の保全対策とは関係がありません。グリーンインフラストラクチャ戦略。現在、スウェーデン
の1,400の鉄道駅すべてが調査されています。結果は、230の鉄道駅が上位（1、2、または3）の乾いた草地を含んでいること
を示しています。一連の鉄道駅の行動計画が作成されました。 2021年には、残りの上位ステーションのアクションプランが
完成する予定です。この方法論が、鉄道環境の自然資産の評価とランク付けのきっかけとなることを願っています。さらに、
この全国調査により、生物多様性の問題が鉄道の定期的な管理の一部になると信じています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Infrastructure habitats are receiving increasing attention as important habitats for endangered species. In Sweden there are about 200,000 ha managed grasslands along linear infrastructure such as power lines, national road network, airports and railways. The Swedish Transport Administration has documented, through a series of years, the diversity of insects and plants in railway environments in different regions. Therefore, we know that over 2,000 species of insects and vascular plants have their habitat in a railway environment. Among these species, about 100 are included in the national redlist. In this work we present a method to assess, categorize and handle railway environments on a national basis. The method consists of three steps: remote assessment, field visits and biodiversity action plans. The remote orthophoto assessment selects railway environments to be visited in field based on a set of parameters such as visible structures and soil characteristics. The next step, field visits, focuses on recording habitats for vascular plants and insects and includes a survey of plant species. The status of 12 pre-defined habitat structures are targeted and assessed in the field. These pre-defined habitats are each represented by a unique combination of flora and fauna, containing one or more protected species. An example of a pre-defined habitat includes dry and sunny gravel with dense patches of the herb Herniaria glabra. This plant species is common on patches dominated by sand and gravel in urban and rural areas, but very warm and sunny patches are unusual. Much of the railway environment with Herniaria glabra is indeed in a warm and sunny microclimate. Therefore, the red-listed moth Coleophora scabrida, which larvae are monophagous on Herniaria glabra, is frequently documented in railway environments. Outside railway areas this moth species has become very rare in Northern Europe. The field visits conclude an overall classification (1-5) based on the biodiversity parameters. The class 4 (low capacity) and 5 (lack capacity) will not be considered for action plans. The railway environments classified to 1 (very high conservation values), 2 (high conservation values) and 3 (moderate conservation value) are subject to a specific action plan. The purpose of these action plans is to secure and develop the biodiversity along the railway environments. So far, these action plans are not connected to other conservation measures, e.g. green infrastructure strategies. Currently, all Swedish 1,400 railway stations have been surveyed. The results show that 230 railway stations include dry grasslands that are high-ranked (1, 2 or 3). Action plans have been produced for a set of railway stations. In 2021 we anticipate finalizing the action plans for the remaining high-ranked stations. We hope that this methodology will trigger a valuation and ranking of the natural assets of railway environments. We further believe that this national survey will push biodiversity issues to be part of the regular management of railways.
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1. 鉄道における動物デフレクターの鳥保護効果の決定

他の輸送システムとは対照的に、鉄道システムは、自然保護団体や当局の観点から、鳥に特定の危険を引き起こす可
能性のある特別な特性を備えています。とりわけ、短絡の原因による感電のリスクがあります。鳥を保護し、短絡イ
ベントを最小限に抑えるために、ドイツの鉄道は、架空線の絶縁体にいわゆる動物デフレクターを設置しました。

この取り組み以降、各セクションの短絡イベントの数は大幅に減少しました。動物の偏向器の作用機序は、接触時の
静電放電と組み合わされた機械的防御に基づいています。電界の隣に動物用デフレクターが配置されているため、鳥
との物理的接触によって容量が最初に充電および放電される場合があります。鳥に感電する恐れがあります。動物用
デフレクターを使用することで短絡イベントの数は減少しましたが、静電ショックによって動物が損傷を受ける可能
性があることが懸念されています。これは、静電ショックによる崩壊によって受動的に発生するか、致命的なショッ
クによって直接発生する可能性があります。起こりうる静電衝撃の強さを知るために、ドイツ鉄道交通研究センター、
ツィッタウ応用科学大学、ドレスデン工科大学が実験的調査を実施しました。

本論文では、接触時の電流ピーク（スイッチを閉じる）と一定の接触による静電流（スイッチを閉じる）に関する静
電作用メカニズムを扱います。鳥のさまざまなアイソレータ状態とさまざまな体の抵抗（5kΩ、3kΩ、1kΩ、
0.5kΩ）について電流を測定しました。鳥の体の抵抗をシミュレートするために、技術的な抵抗が使用されました。
動物実験は行われなかった。

絶縁体の調査された状態は次のとおりです。

1. きれいにして乾かす
2. きれいで、雨に濡れている
3. 汚染された（軽くて非常に重い）そして乾燥している
4. 汚染された（軽くて非常に重い）そして濡れた（雨ときれいな霧によって）
5. 氷結

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
In contrast to other transportation systems, railway systems feature special characteristics which may, from the point of view of nature conservation associations and authorities, cause specific hazards to birds. Among other things, there is the risk of electric shocks due to the cause of short circuits. To protect the birds and minimize the short circuit events, the German railway has installed so-called animal deflectors on the insulators of the overhead lines. Since this effort, the number of short-circuit events of the respective sections has strongly decreased. The mechanism of action of the animal deflectors is based on mechanical defence combined with electrostatic discharge on contact. Due to the placement of the animal deflector next to an electrical field, a capacity may first get charged and discharged by physical contact with a bird. This may generate an electrical shock in birds. Although the number of short circuit events has been reduced by using animal deflectors, there is concern that the animals could be harmed by the electrostatic shock. This can either happen passively, by collapse due to the electrostatic shock, or directly by a lethal shock. To get an idea about the intensity of the possible electrostatic shock, the German Centre for Rail Traffic Research, the University of Applied Science of Zittau and the TU Dresden conducted experimental investigations.This paper handles the electrostatic mechanism of action concerning the current peak at the moment of contact (closing the switch) and the static current by constant contact (closed switch). The current was measured for different isolator states and different body resistances of birds (5 kΩ, 3 kΩ, 1kΩ, 0.5 kΩ). To simulate the resistance of bird bodies, technical resistances were used; no animal tests were conducted.The investigated states of the insulators were:1. Clean and dry2. Clean, wetted by rain3. Polluted (light and very heavy) and dry4. Polluted (light and very heavy) and wetted (by rain and clean fog)5. Iced



ライトニングトーク：ロードキルの影響評価、緩和、監視

タイトル：Session 4.3.4a. Lightning Talks: Roadkills Impact Assessment, Mitigation and Monitoring

1. 検索者の効率に対する道路および死骸に関連する要因の相対的影響の評価：将来のロードキル監視プログラ
ムへの影響

#1 Assessing the relative effect of road- and carcass-related factors on searcher efficiency: 
implications for future roadkill monitoring programmes

2. 道路インフラが脊椎動物の死亡率に与える影響の評価と、コロンビアのアブラ渓谷の景観における生態学的
接続性の可能な対策

#2 Evaluation of the impact of road infrastructure on vertebrate mortality and possible measures for 
ecological connectivity in the landscape in the Aburra Valley, Colombia

3. サンプリングの労力、検出可能性、除去率を考慮した、ブラジルで最も道路で殺された哺乳類種
#3 The most roadkilled mammal species in Brazil, considering sampling effort, detectability and 
removal rates

4. 移動回廊は、道路を殺す可能性が高い地域と一致していますか？ブラジルのネコ科動物の研究
#4 Are movement corridors coincident with areas of high road-kill likelihood? A study for felids in Brazil

5. ミャンマーの国内および国際レベルでの持続可能な交通の開発に向けた交通生態学ワークショップ
#5 A Transport Ecology Workshop towards developing sustainable transportation in national and 
international level in Myanmar

＊トピックの概要はプログラム資料参照

動画あり



ライトニングトーク：野生生物と線形インフラストラクチャの相互作用：
フィールドモニタリングと生態学的ソリューション– 3

タイトル：Session 4.3.4b. Lightning Talks: Wildlife and Linear Infrastructure Interactions: Field Monitoring and 
Ecological Solutions – 3

1. 道路および枝肉に関連する要因が検索者の効率に及ぼす相対的な影響の評価：将来のロードキル監視プロ
グラムへの影響
#1 Assessing the relative effect of road- and carcass-related factors on searcher efficiency: implications 
for future roadkill monitoring programmes - Joana Bernardino, Regina Bispo, Francisco Moreira, Sara 
Santos

2. 脊椎動物の死亡率に対する道路インフラの影響の評価と、アブラ渓谷の景観における生態学的接続性の可
能な対策
#2 Evaluation of the impact of road infrastructure on vertebrate mortality and possible measures for 
ecological connectivity in the landscape in the Aburra Valley, Colombia - Juan Carlos Jaramillo-Fayad, 
Maria Mercedes Velásquez-López, Juan Carlos González- Vélez, Jose Luis González-Manosalva

3. サンプリングの労力、検出可能性、除去率を考慮した、ブラジルで最も道路で殺された哺乳類種
#3 The most roadkilled mammal species in Brazil, considering sampling effort, detectability and removal 
rates - Simone Freitas, Fernando Pinto, Douglas W. Cirino, Rubem Dornas, Fernanda Teixeira

4. 移動回廊は、道路を殺す可能性が高い地域と一致していますか？ブラジルのネコ科動物の研究
#4 Are movement corridors coincident with areas of high road-kill likelihood? A study for felids in Brazil 
- Rafaela Cobuci Cerqueira, Paul Leonard, Lucas Gonçalves da Silva, Alex Bager, A. P. Clevenger, 
Jochen A. G. Jaeger, Clara Grilo

5. ミャンマーの国内および国際レベルでの持続可能な交通の開発に向けた交通生態学ワークショップ
#5 A Transport Ecology Workshop towards developing sustainable transportation in national and 
international level in Myanmar - Hans Bekker, Lazaros Georgiadis, Elke Hahn, Sai Than Lwin, Hanna 
Helsingen

＊トピックの概要はプログラム資料参照

動画あり



閉会の挨拶 （Closing Remarks）
動画あり



Appendix



画面構成：ナビゲーションメモ

エヴォラ大学の提供するイベント管理システムで登録・参加

メニュー構成
● ウエルカムデッキ：チャットでのヘルプ、ナビゲーション方法、運営団体、プログラム関連資料、検索など
● プログラム：日別、部屋別、概要、お勧めセッション、チャット、講演者へのメッセージなど
● 電子ポスターと口頭コミュニケーション：ポスター展示、トピック別口頭コミュニケーション、ワークショップ案

内
● 展示コーナー：LIFE LINE, MED, Play Solutions,Wilderの展示ブース
● ネットワーキング：参加者、ミーティング、ダイレクトメッセージ、参加バッジ（ランキングとメダル獲得）、イ

ベントSNS
● 個人ページ：プロフィール、メッセージ、ミーティング設定、メモ、各種お気に入りなど
● お知らせ：最新情報がテキスト表示



電子ポスター



展示コーナー

LIFE LINE, MED, Play Solutions,Wilderの展示



展示コーナー：LIFE LINE, MED, Play Solutions,Wilderの展示

『LIFE LINE』Linear Infrastructure Networks with Ecological Solutions.
公式ビデオ https://lifelines.uevora.pt/?lang=en
関連動画 htps://vimeo.com/user48795863



ネットワーキング・コーナー

ネットワーキングコーナー：ミーティング設定、参加者へのダイレクトメッセージ、参加バッジ（ランキン
グとメダル獲得）、イベントごとのチャットなどが可能
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