
Ⅰ．はじめに

風力発電は，再生可能エネルギーのひとつと

して日本でも更なる発展が期待されている．た

とえば 2017年 3月末現在，日本では 2,203基

の風車が設置されており，最も多いのは北海道

で 304基となっている（国立研究開発法人 新

エネルギー・産業技術総合開発機構ウエブサイ

ト 2017）．さらに北海道では，環境影響評価の

手続き中の計画と建設中のものとを合わせる

と，40以上の風力発電施設建設事業がある（環

境省総合環境政策局環境影響評価課ウエブサイ

ト 2017）．

一方，風力発電施設による負の側面のひとつ

として，鳥類におよぼす悪影響が挙げられる．

その影響の一つである風車への鳥類の衝突事故

は，風車の立地により発生頻度に大きな違いが

あることがわかっており，衝突頻度が高い場合

は希少鳥類などに与えるインパクトが大きい

（たとえば May et al. 2012; Hull et al. 2013）．鳥

類への悪影響を回避するための有効な対策の一

つは，希少種の生息地や主要な渡り経路周辺を

避けて風車を設置することであり，海外ではこ

のような配慮を取り入れた風車適地を示した地

図が作成されている（たとえば，Bright et al. 

2008; Bradbury et al. 2014）．

オジロワシ Haliaeetus albicillaは，環境省の

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律による国内希少野生動植物種に指定さ
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風車立地選定のためのオジロワシの渡り飛行経路と 
生息地の決定要因の解明を目的とした遠隔追跡調査

北海道鳥類保全研究会
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国内における風力発電施設の増加に伴い，北海道では平成 28年度までに 46件のオジロワシの風車へ
の衝突事故死が確認されており，現在さらに多くの風力発電施設が建設中または環境影響評価の実施中
である．本研究は，オジロワシの保全をふまえた風車立地選定に有用な知見の提供を最終的な目的とし
ており，オジロワシ個体を遠隔追跡調査して渡り移動の飛行経路や中継地，越冬地を特定するとともに，
これらのデータから潜在的な渡り経路や生息地の推定を試みるものである．
今回の研究助成により，2017年 7月中旬にロシアアムール川中流域のオジロワシの営巣地で巣内のヒ

ナ 2個体に，携帯電話回線を利用して遠隔追跡する GPS送信機を装着した．1個体からのデータ送信は
追跡開始一週間後に途絶えたが，もう 1個体については追跡調査を継続中で，2017年 9月末では営巣地
からアムール川上流方向に 30 kmほど移動しており，湖沼や小河川の集まる氾濫原での滞在が確認され
た．
キーワード：GPS送信機，風力発電施設，アムール川中流域，幼鳥
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れ，同省保護増殖事業の対象種である．国内で

は北海道と青森県の風力発電施設において ,平

成 12年以降に計 46個体の本種の風車衝突事故

が確認され（環境省釧路自然環境事務所ウエブ

サイト 2017），個体群の保全上，無視できない

主要な死亡要因となっている．

国内に生息するオジロワシには，北海道およ

び東北地方の一部で繁殖する（日本鳥学会 2012；

吉岡ほか 2017）留鳥集団と，越冬期に極東ロ

シアの繁殖地から北海道をはじめとする全国各

地に渡来する冬鳥集団とがある．本種は局所的

な移動や探餌のために沿岸部を飛翔・利用する

ことが多いが，たとえば既に北海道にある，ま

たは建設が計画されている風車の多くは沿岸付

近にある．さらに 2017年 9月には，オジロワ

シの繁殖地であり越冬期には渡りのオジロワ

シ・オオワシの集結地にもなっている国後島，

択捉島など北方四島において，風力発電事業の

促進が日露共同経済活動の合意事項となった．

この地域で適切な影響評価に基づく立地選定が

実施されずに風車が建設された場合，オジロワ

シやオオワシの個体群に深刻な影響がもたらさ

れる可能性がある．

越冬期に日本に渡来する海ワシ類のうち，極

東ロシアの繁殖地から日本に渡来するオオワシ

については，複数の繁殖地で比較的多くの個体

追跡調査が行われ，渡り経路に関わる知見が蓄

積されてきた（Ueta et al. 2000; McGrady et al. 

2003）．一方，オジロワシの渡りに関しては，

発信機を装着した 2個体を人工衛星によって追

跡調査した研究（Ueta et al. 1998）と，北海道

最北部の宗谷岬とサハリンとの往来について目

視観察調査を行った報告（伊藤 1991）がある

だけで，知見は少ない．したがって，風車立地

選定を行う上でも，オジロワシの渡り移動行経

路の解明は重要な研究課題である．

以上のことから本研究は，とくに渡り性のオ

ジロワシへの風車による悪影響を回避・低減す

るための，知見の収集と提供を主な目的とする．

そのためにまず，遠隔追跡調査手法によってオ

ジロワシ個体の渡り移動経路や中継地，越冬地

を明らかにする．そして，それらの環境特性や

条件を解析し，潜在的な飛行経路や重要生息地

の推定を試みる．

今回の助成プロジェクトでは，研究のファー

ストステップとしてロシア極東の繁殖地で出生

したオジロワシに GPS送信機を装着し，遠隔

追跡調査を行うことを目的とした．

Ⅱ．調査方法

1. 調査地と現地調査の方法

ロシアハバロフスク市よりアムール川の約

250 km下流側の集落，スリャビャンカにある

ロシア科学アカデミー極東支部の所有する小屋

をベースとし，2017年 6月 23日から 7月 1日に，

この集落から約 40 kmの範囲にあるオジロワシ

の営巣地で調査を行った（図 1）．この地域では，

2016年 7月に予備調査を実施して 6ヶ所の営

巣地を確認したほか，2017年の春にはロシア

人カウンターパートである Pronkevich博士に

より新たな営巣地が確認されている．これらの

営巣地の繁殖状況を確認するために，アムール

川本流や支流，湿地帯を小型のボート（図 2）

や徒歩で移動し，各巣へのアプローチを試みた．

2. 使用した送信機と遠隔追跡調査の方法

今回用いたのは，GPS機能（緯度経度，高度）

つきの送信機（KoEco社製 WT300s，重量約 64 

g）で，バックパック方式によりオジロワシの

背中に装着した．この送信機には 2時間おきに

GPS情報が蓄積され，対象個体が携帯電話圏

内にいれば，毎日一回 GPSの位置情報が携帯

電話ネットワーク（3G回線）に送信される．

インターネット上でこれらのデータを入手し，

地図上に展開して渡り移動経路の遠隔追跡調査
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を行った． Ⅲ．結果と考察

今回の調査では，合計 7ヶ所のオジロワシの

営巣地を訪れ，繁殖状況を確認した．その結果，

5ヶ所では巣内にヒナがおらず，それらの巣で

は営巣しなかった，もしくは途中で繁殖に失敗

したと考えられた．また，1巣については巣自

体の確認ができなかった．

調査最終日の 7月 1日に訪れた巣で，2個体

の巣内ヒナを確認した（図 3）．巣は，湿原に

ある胸高直径約 46 cmのグイマツ Larix gmelinii

の枯死木に架けられていた（図 4）．この営巣

木に登り，巣内ヒナの生育状態を確認したとこ

ろ，送信機を装着するためには成長が不十分と

判断された．そのため，ロシア製のメタルリン

グのみを 2個体のヒナの足に巣上で装着した．

その後，7月 13日に，ロシア人カウンターパー

トと調査協力者が再びこの営巣地に行き，2個

体のヒナに GPS送信機を装着した（図 5）．

送信機の装着当日から遠隔追跡調査を開始し

た．調査の結果，正確な巣立ち日（巣から出て

横枝や隣の木などに移動した日）は明らかでは

なかったが，送信機装着から一週間は，2個体

は巣内あるいは巣から約 10 m以内にいたと考

えられた．一方，7月 22日以降は 1個体の幼

鳥の位置データが受信できなくなった．8月中

旬にロシア人カウンターパートが現地を訪れた

ところ，送信機を装着した幼鳥 1個体が飛び
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図 1　オジロワシ巣内ヒナに送信機を装着した営巣地と，

2017年 9月 30日までの 1個体の幼鳥の移動状況

図 2　ボートによるオジロワシの営巣地へのアプローチ 図 3　発信機装着前の巣内のヒナ



立って西方向へ飛翔したことを確認したが，も

う 1個体は発見されなかった．GPS送信機の

位置情報データから，飛び立った幼鳥は遠隔追

跡調査が継続されている個体と判断された．そ

のため，データが入手できなくなった個体は送

信機にトラブルが生じたか，携帯電波圏外で捕

食により死亡したなどの理由が考えられた．

1個体の遠隔追跡調査は，今回の助成期間終

了（2017年 9月末日）まで継続された．7月

20日以降，この幼鳥は営巣木から数 10 mほど

の距離まで移動し，7月下旬からは数 100 mの

範囲で行動するようになり，300 m離れた沼岸

や支流の河岸にたびたび滞在した．その後，9

月上旬までは親鳥の行動圏内と考えられる，営

巣木から半径約 2 kmの範囲におり，日中は沼

岸にいることが多かった．そして 9月 21日に

約 10 km上流側にある，小さな湖沼や支流が多

数存在する氾濫原に移動し，9月末まで滞在し

た．

Ⅳ．今後の予定および課題

今回送信機を装着した個体の遠隔追跡調査

を，データが得られる限り継続する．また，当

初の計画では，2017年 1月～ 3月の越冬期に

渡り個体の可能性の高い北海道南部地域や東北

地方において保護・収容されたオジロワシのう

ち，野生下での生存が可能と判断された個体が

いた場合，GPS送信機を装着して放鳥し，遠

隔追跡調査を実施することとしていた．しかし，

該当個体がいなかったため，今回この調査は行

わなかった．2017年度の越冬期も同様な計画

を進めており，放鳥可能なオジロワシがいた場

合には野生鳥獣の保護収容施設や動物園，環境

省の協力により送信機を装着し，追跡調査を行

う予定である．

また，2018年の繁殖期にはロシア人研究者

と共同で，アムール川流域のより河口側の繁殖

地で再度，オジロワシの巣内ヒナを捕獲して送

信機を装着する予定である．これらの追跡調査
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図 5　送信機を装着したヒナ

図 4　送信機を装着した巣内ヒナの営巣木



の結果から，春秋の渡り移動の経路や中継地を

特定するほか，各個体が利用した経路や生息地

の環境条件について解析する．
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GPS trackings of White-tailed Eagles to clear the environmental 
determinants of migratory routes and stopover habitats for an 

appropriate site selection of wind turbines

SHIRAKI Saiko, PRONKEVICH Vladimir, OKUDA Atsushi 
and NATSUKAWA Haruki

More than 40 White-tailed Eagles have been killed by collisions of wind turbines in Hokkaido with the increase 
of wind farms. Furthermore, many projects of wind farms have been planned and their environment assessments are 
underway in Japan. Meanwhile, reliable methods to eliminate negative effects on birds of wind farmings have not 
been established. To construct wind turbines avoiding important habitats or flight paths of birds is considered to be 
one of the reasonable measures to decrease negative effects on birds. The final goal of this study is to understand 
important flyways and stopover or wintering habitats of White-tailed Eagles in far east of Russia and in Japan.

As the first step of this study, we captured two nestlings of White-tailed Eagles and attached GPS transmitters to 
them at the nest sites in the middle basin of the Amur river, Russia, in July, 2017, to identify their migration routes 
and stopover sites after their fledging.

Although we have never got GPS data from one juvenile eagle since one week after attaching GPS to the bird 
possibly because a device failure, a tracking another one juvenile is ongoing. This eagle moved to a flood plain at 30 
km upstream from the natal site in the end of September, 2017.
Keywords: GPS transmitter, Wind farm, Middle basin of the Amur river, Juvenile eagle
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