
Ⅰ．はじめに

気候変動や原子力発電の安全性の問題から，

日本国内では再生可能エネルギーへの転換が叫

ばれている．風力発電は自然エネルギーの中で

も発電費用が安く，技術も確立されているため，

各国で導入が進んでいる．しかし，風車の設置

に適した風況の良い場所は，高頻度で野鳥の渡

りや移動のルートや生息地になっており，野鳥
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風力発電がナベヅル，マナヅルに与える影響予測のための 
基礎調査
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平成 30年に愛媛県西予市のナベヅル，マナヅル渡来地周辺で風車の建設が予定されている．環境影響
評価が実施されたが，当時ツルの渡来は一時的なものだったため，十分に評価されていない．ツル類へ
の影響はほとんど分かっていないため，稼働時の影響検出及び影響軽減対策に資するため，建設前のツ
ルの利用状況を調査した．

12月と 1月に合計 9日間定点観察を行い，ナベヅルの採食地とねぐら間の飛行コースを記録した．可
能な範囲で高度も記録した．採食地（水田地帯）とねぐら（ため池）は尾根を挟んで位置していて，朝
はねぐらから尾根の東側を越えて採食地へ向かう傾向が見られた．夕方は，朝のルートより西側の尾根で，
より風車に近い場所を利用した．ツル類と風車の最短距離は約 840 mだった．利用空間も朝に比べると
日によるばらつきがあった．
次にツルの利用空間からの風車の可視イメージ図を作成し，飛行コースと併せて発電事業者等関係者

と情報共有し，ツルへの懸念について意見交換した．
キーワード：事前調査，日周の飛行コース，定点観察，ツルからみた風車の可視範囲
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図 1　ナベヅル（左）及びマナヅル（右）



の風車への衝突，生息地放棄，渡りや移動経路

が阻害される現象が生じている．生息地放棄と

して，絶滅危惧種であるナベヅル Grus monacha

及びマナヅル Grus vipio（図 1）の中継地の一

つである長崎県生月島において，風車建設後に

これらツル類の利用が確認されなくなった事例

が報告されている（鴨川　誠 2005）．

ナベヅル，マナヅル（以下ツル）は，北東ア

ジアの湿地で繁殖し，日本，韓国，中国南部の

水田地帯で越冬する大型のツル類で，国際自然

保護連合及び環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ

類に指定されている．かつて日本では全国的に

越冬していた（内田 1941）が，明治時代以降

の乱獲や圃場整備，湿地の減少等によって，現

在は両種併せても数か所の越冬地が残るのみで

ある．鹿児島県出水地方では，大正時代から保

護活動が行われ，現在はナベヅル約 1万 4千羽，

マナヅル約 3千羽（鹿児島県出水市立荘中学校

ツルクラブ 2016）が確認され，大幅な個体数

の回復に成功している．しかし，出水に世界の

ナベヅルの 9割，マナヅルの 5割が集中してい

るため，万一，感染症等が発生した場合には，

一気に蔓延し，種の存続が危ぶまれる可能性が

ある．また，渡来地周辺では農作物への食害等

が問題となっている．

そこで国や自治体，自然保護団体で西日本を

中心に新たな越冬地の形成に取り組んでいる．

愛媛県西予市宇和町（宇和盆地）（図 2）は，

江戸時代には越冬地の一つであり（久井

2015），近年においてもツルの渡来が定期的に

確認されている．2015年度は 60羽の大規模な

群れが長期滞在した．これは，環境省の「平成

27年度全国ナベヅル，マナヅル飛来状況調査」

において，出水地方以外で最も越冬数が多い記

録となった．また，国の特別天然記念物に指定

されているコウノトリ Ciconia boycianaについ

ても，数日から数週間の短期滞在ではあるが，

2006年より定期的に渡来が確認されている．

当該地で 2018年に建設が予定されている（仮

称）西予風力発電事業は，ツルのねぐらから直

線距離で約 1.4 km～ 2.4 km内に，定格出力

2000 kwの風車を 8基建設する予定である（図

3）．ツルは警戒心が強く，特にねぐらで攪乱が

起きたことにより，越冬地を放棄した事例が多

い．ドイツの Brandenburg州では風車立地に関

してゾーニングを策定しており，ナベヅルと近

縁のクロヅルにおいては，営巣地や集団ねぐら

等から半径 2 km以内は，原則風車立地から除
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図 2　西予市宇和町の位置

図 3　風車建設予定地とツル類の飛来地の位置



外すべき場所と定めている（畦地 2015）．

風車建設がツルに与える影響については不明

な点が多いため，風車周辺のツルの利用状況を

把握し，その影響について十分に精査する必要

がある．発電事業者により平成 26年度にナベ

ヅル，マナヅルの利用調査が行われ，環境影響

評価が行われたが，この年は一時的な飛来で，

かつ現在とは異なる場所を利用していたため，

影響を評価する情報としては適さない．そこで

今回，建設前に通常の風車周辺のツルの利用状

況調査を実施した．

Ⅱ．方法

愛媛県西予市宇和町のツル渡来地において越

冬前期（12月 16～ 20日）と越冬後期（1月

23日～ 26日）に合計 9日間，定点観察により

ツルの飛行コースを記録した．通常，ツルは日

中の採食地では大きな移動は行わないため，記

録する飛行コースは朝及び夕方の採食地とねぐ

ら間の飛行コースとした．対照物が近くにあり

高度が分かる場合にはそれらも記録した．また，

天候，風向，風速についても記録した．

調査はそれぞれ 4日間実施する予定だった

が，当該地は盆地のため秋から初冬にかけて霧

が発生しやすく，前期は視界不良によりツルが

確認できなかった日があったため，5日間実施

した．

調査時間は，朝は日の出 30分前からツルが

餌場へ移動するまで，夕方は日の入 1時間前か

らねぐらへ移動するまでとした．8－10倍の双

眼鏡をもちい，飛行ルート及びねぐらが見渡せ

る場所 4-5か所に調査員各 1名を配置し，トラ

ンシーバーや携帯電話で連絡をとりながら飛翔

位置を確認した．

Ⅲ．結果

1. 飛翔コース

飛翔コースを図 4，調査日の天候を表 1，2

に示す．12月 18日及び 19日の朝の調査時は

濃霧で視界が 150 m程度しかなく，全くツルが

確認できなかった．

調査期間に当該地に飛来していたツル類は全

日，ナベヅル 8羽（成鳥 7，幼鳥 1）だった．

群れ構成も同じことから調査期間中に確認した
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図 4　飛行コース



群は同一と思われる．

採食地とねぐらは東西に伸びる尾根を挟んで

おり，朝のコース（ねぐらから採食地）は，尾

根の東側を利用する傾向が見られ，12月（前

期），1月（後期）も似たようなコースだった．

一方，夕方のコース（採食地からねぐら）は，

朝のコースより西側の尾根を利用しており，よ

り風車に近い場所を利用した．利用空間も朝に

比べると日によるばらつきが見られた．ツルの

ルートと風車の直線距離は最短で約 840 mだっ

た．

2. ツルの利用空間からの風車の可視イメージ図

飛行コースと高度データから，ツルの飛行

ルートから風車がどのように見えるかのイメー

ジ図を Google earth proで作成した（図 5－8）．

風車は，環境影響評価書に記載されている位置

や大きさを元に作図した（ブレードは円で表

現）．なお，飛行コースは高度データなしの状

態で表示している．

例えば，1月 24日朝のコースは尾根を超え

る際に尾根から約 15 m上空を通過した．この

地点からの可視域を Google earth proで表示す

ると，風車 8基のうち 7基が可視範囲となった

（残りの 1基はこの位置から見ると 7基の背面

に位置するため見えない）．夕方のコースは全

てこのコースより風車側の尾根を飛行している

ため，尾根周辺をツルが飛ぶ際は全部またはほ

とんどの風車が見えていると予想できる．

次に，ツルが採食地及びねぐらを利用してい

る場合の可視域について表示した．地上を利用
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表 1　朝の調査時の天候
表１　朝の調査時の気象

天気 風向 風速（ｍ/s） ツル飛翔時間

12月16日 曇 北北西 6.7-３ ７：39-７：45

12月17日 曇 東南東 1.5 7：10-７：16

12月18日 霧 ￣ ￣ ￣

12月19日 霧 ￣ ￣ ￣

12月20日 曇 静穏 0.1 7：22-7：28

1月23日 雪 北西 7.9 9：21－9：32

1月24日 雪 西北西～南南東 3.6-2 8：37－8：42

1月25日 晴 南東 1.4 7：46-7：51

1月26日 晴 南西 0.6 7：35-7：41
※風向，風速は気象庁データを採用

表 2　夕方の調査時の天候
表２　夕方の調査時の気象

天気 風向 風速（ｍ/s） ツル飛翔時間

12月16日 曇 北西 3.9 17：19-17：22

12月17日 晴 北北西 1.2 17：27-17：34

12月18日 晴 西南西 1.3 17：30－17：38

12月19日 晴 南西 0.9 17：27-17：36

1月23日 雪時々曇 北西 6.9 17：49－17：56

1月24日 晴 北西 5.3 17：16-17：25

1月25日 晴・曇 西 1.9 17：59-18：06

1月26日 晴 南南東 1.1 17：56－18：04

※風向，風速は気象庁データを採用



中の場合はソフトの機能上最も低い高度 2 mを

ツルの視点として設定すると，採食地からは風

車が 2基可視範囲にあった．ねぐらはため池と

隣接地の冬期湛水田を利用しており，ため池か

らは 5基，冬期湛水田からは 1基が可視範囲と

なった．
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図 5　1月 24日尾根上空を通過した際の可視イメージ図

図 6　採食地を利用中の可視イメージ図
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図 7　ねぐら（ため池）を利用中の可視イメージ図

図 8　ねぐら（冬期湛水田）を利用中の可視イメージ図



Ⅳ．まとめ

ツルと同じく大型鳥類であるコウノトリの人

との適切な距離が一般的に 150 mと言われてい

る（野田市野生動植物の保護に関する条例

2015）のに対し，ナベヅル，マナヅルは，最長

250 mの距離でツルの警戒行動が確認されてお

り（長野ほか 1992），非常に警戒心が高いこと

が知られている．

今回建設が予定されている風車とツルの利用

空間の距離は最短で約 840 m，最長で約 2.1 km

であり，可視イメージ図では終日ツルの利用空

間から風車が見えることから，風車建設による

ツルの飛行コースの変更や越冬放棄等の影響が

懸念される．

本発電事業は 2016年 3月にすでに評価書が

確定されているが，稼動方法の工夫など影響軽

減対策の検討の必要性があると考えられること

から，今回の結果について 2017年 9月 21日に

発電事業者である大和エネルギー株式会社及び

地元自治体である西予市役所，県内の野鳥保護

団体である日本野鳥の会愛媛と意見交換の場を

設け，結果の共有とツルへの配慮について依頼

した．

今後は，引き続き関係者との協議を重ね，保

護対応策を検討するとともに，風車建設中や事

後の調査を実施する必要があると思われる．
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A research on Estimated Impacts on the White-naped Crane and the 
Hooded Crane by the Wind Farm

ITO Kana, HAYAMA Seiji, URA Tatsuya and NOGUCHI Maroko

A wind farm construction in 2018 has been planning in and around wintering sites for the White-naped Crane and 
the Hooded Crane in Seiyo City. An environmental assessment was carried out．But Cranes stayed for short time at 
that time，the report was not sufficiently assessed. Actual impact on Cranes is unknown, so we conducted a research 
how cranes use the sites, and analysis it to detect impacts when the wind farm come online, and to reduce the 
impacts.

We researched flight courses of Hooded cranes from the roost to the foraging site for totally nine days in 
December 2016 and January 2017. Flying heights were also recorded as possible. The foraging area in rice paddies 
and the roost in a reservoir locate in the both sides of a mountain. In the morning, cranes had a tendency to cross 
over east part of the mountain ridge from roost to the feeding area, and in the evening they flew over the western 
ridge, that was closer to the planned wind farm. The distance between the flying courses of cranes and the planned 
wind farm was 840 m at the shortest. The spatial utilization in the evening differed day by day unlike in the morning.

Finally we produced a map showing the flight courses and the planned wind farm, shared with the developer and 
stakeholders, and exchanged our deep concern over the construction of the wind farm.
Keywords: Preliminary study, Flight course, Spot census (Fixed point observation), Visible range of wind farm by 
cranes
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