
Ⅰ．はじめに

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

影響の一つである鳥類の風車衝突事故は，施設

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）．風力発電施設

による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. 2017）．

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

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，

2012年度から 2018年 3月までに 52個体の風

車衝突事故が確認されており（環境省釧路自然

環境事務所ウエブサイトa），その影響は個体群

の保全上，無視できないものとなっている．ま

た，衝突事故の発生は渡り・越冬期にあたる

12月から翌年 5月に多いことが報告されてい

る（白木 2012）．
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風力発電施設の増加に伴い，北海道ではこれまでに 52件のオジロワシの風車衝突事故死が確認されて
いる．現在でもさらに多くの風車建設計画が提出されていることから，本研究は風車立地選定に有用な
知見の提供を主目的としているが，風力発電事業を含む，さまざまな環境改変による影響の評価や回避
に向け，日露の海ワシ類生息域における重要な飛行経路や生息場所を示すことが最終的な目標である．
とくに今回のプロジェクトでは，オジロワシの渡り移動経路や中継地，越冬地の特定を目的とした．

2018年 7月中旬に，アムール川下流域にあるチュクチャギル湖周辺のオジロワシの営巣地で 4個体の
巣内雛に GPS送信機を装着した．同年 11月までの追跡調査の結果，全個体が営巣地から河川周辺に移
動した．一方，2017年 7月にアムール川中流域の巣で送信機を装着した 1個体は日本に渡来することは
なく，沿海地方の沿岸にある水産加工場付近にあるゴミ捨て場周辺で越冬した．この個体は，ゴミ捨て
場で水産廃棄物などを餌としていたと考えられる．また，特定された 3ヶ所の中継地はすべて河川流域で，
溯上するサケ科魚類を主な餌としていた可能性がある．
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国内に生息するオジロワシには，北海道と東

北地方の一部（日本鳥学会 2012，吉岡ほか

2017）で繁殖する留鳥と，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

渡来する冬鳥とがいる．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．北海道ではさらなる風力発電施設の建設計

画が多数提出されており（環境省総合環境政策

局環境影響評価課ウェブサイト），適切な立地

選定が実施されない場合，個体群への深刻な影

響が懸念される．

一方，オオワシ，オジロワシ（以下，海ワシ

類）の主要な繁殖地であるロシアのアムール川

流域では，近年，輸出を目的とした大規模な伐

採や土地利用による森林の劣化や河川水質の悪

化が報告されている．また，ロシア極東では油

田などのエネルギー資源開発が活発化してお

り，北方四島においては日露共同経済活動の一

環として風力発電事業の推進が掲げられてい

る．渡り鳥でもある海ワシ類の保護のためには，

繁殖地，越冬地，そして渡り経路とその途中に

ある中継地を含めた生息環境の越境的な保全が

求められる．風力発電事業のみならず，日露両

国におけるさまざまな環境改変による個体群へ

の影響を検討，回避するためにも，まず，周年

を通じて海ワシ類の利用する生息環境や飛行経

路を把握する必要がある．

オオワシの渡り経路については，人工衛星に

よる追跡調査など比較的多くの研究が実施さ

れ，知見が蓄積されてきた（たとえば Ueta et 

al. 2000, McGrady et al. 2003）．一方，極東のオ

ジロワシの渡りに関しては，人工衛星により 2

個体を追跡調査した研究（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）

しかなく，知見が少ない．また，日本で確認さ

れている風車への衝突事故は，オオワシでは二

事例（環境省釧路自然環境事務所ウエブサイ

トb）であるが，オジロワシでは先述したよう

に非常に高頻度で発生している．したがって，

今後の風力発電立地の選定に必要な知見とし

て，オジロワシの渡り移動経路の解明は優先課

題である．

以上のことから本研究は，海ワシ類の渡り経

路や中継地，越冬地を特定してそれらの環境特

性を解析し，日露隣接域における潜在的な飛行

経路や生息地の推定を試みる．これにより，風

力発電をはじめとするさまざまな開発事業や環

境改変による悪影響を回避すべく，重要な生息

場所を示すことを最終的な目的としている．

今回のプロジェクトでは，とくに渡り性のオ

ジロワシを遠隔追跡調査して渡り移動経路や中

継地，越冬地を特定することを第一の目的とし，

前年度に引き続きロシア極東の繁殖地で GPS

送信機の装着による遠隔追跡調査を行った．こ

こではその結果を報告する．

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州アムール川下流に位置

する都市 ,コムソモリスク・ナ・アムーレから

約 150 km北に位置するチュクチャギル湖周辺

において，2018年 7月 11日から 7月 18日に，

海ワシ類の営巣地探索とオジロワシの捕獲調査

を行った（図 1，2）．この地域では，過去に海

ワシ類の営巣地が確認されており（Pronkevich 

2015），この情報もふまえ，ボートを用いた湖

岸や周辺河川沿いのセンサスと林内踏査によ

り，海ワシ類の巣を探した．そして，オジロワ

シの巣内に孵化後 50日以降と推定される雛が

確認されたら巣に上って雛を捕獲し，GPS送

信機とロシア製の足環を装着した．巣内雛の捕
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獲や送信機の装着は，共同執筆者の Pronkevich

がロシアの許可を得た上で実施した．

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）を介して配信される．イ

ンターネット上でこれらのデータを入手し，

GIS地図上に展開して渡り移動経路の遠隔追跡

調査を行った．

Ⅲ．結果と考察

今回の調査では，既知のものも含めてオジロ

ワシつがいの占有する営巣地 6ヶ所とオオワシ

の営巣地 7ヶ所を確認した．また，成鳥も雛も

不在で種の特定はできなかったが，大きさ等か

ら海ワシ類の巣と考えられる一巣を確認した．

これらの海ワシ類の巣は，胸高直径約 45-76 cm

のいずれもグイマツ Larix gmeliniiの樹上に造

られていた．

オジロワシの営巣地のうち 2ヶ所では，既に

雛が巣立って飛翔しており捕獲は不可能だっ

た．1ヶ所では成鳥だけが巣の周辺で確認され，

巣内に雛もいなかったため，繁殖しなかったか

失敗したと考えられた．残り 3ヶ所の営巣地で

は巣立ち間近の巣内雛が確認され，二巣には１

羽の，一巣には 2羽の雛がいた．これら 4個体

の巣内雛を捕獲し，送信機を装着した．

調査地のチュクチャギル湖周辺のほとんどは

携帯電話圏外であるため，遠隔追跡調査は巣

立った雛が圏内に出現してからの開始となっ

た．送信機装着後，9月 26日までにすべての

個体の位置情報が配信され，送信機が正常に作

動していることが確認された．ただし，携帯電

話圏外に滞在していた期間の位置データが配信

されなかった個体もいた．

一方，第 27期の助成により，2017年 7月 13

日にアムール川中流域で送信機を装着した 2個

体のうち 1個体は，2018年 1月 8日まで遠隔

追跡された．この個体の追跡期間全体の移動経

路を，図 3に示した．この個体は巣立ち後，9

月 21日に営巣木からアムール川の上流約 10 

km地点にある，小さな湖沼や支流が多数存在

する氾濫原に移動して 9月末まで滞在した（白

木ら 2018）．その後，親鳥の行動圏付近に戻る
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図 1　2017年と 2018年のオジロワシ巣内雛への送信機装着

地

図 2　2018年夏の調査地．チュクチャギル湖．



ことはなかったことから，この移動を分散開始

とした．その後はアムール川の主に支流域に滞

在しながら本流沿いを南下し，11月 26日以降

5日間で山岳地帯を約 500 km南下し，日本海

沿岸部に達した．その後さらに沿岸部を南下し，

12月 3日から翌年 1月 8日まで，沿海地方の

都市ナホトカから約 60 km東に位置するプレオ

ブラジェニ集落の周辺に滞在した．1月 8日以

降は位置データが配信されず追跡できなかった

が，厳冬の 1月を含めた一ヶ月以上滞在したプ

レオブラジェニは越冬地といえる．また，最初

の分散地から越冬地に至る渡り移動中に，10

日以上の滞在が確認された場所を中継地とする

と，この個体は秋の渡りにおいて 3ヶ所の中継

地を利用した．このうち 1ヶ所は，10月から

11月初めにかけて滞在したアムール川本・支

流域で，2ヶ所は日本海沿岸の河川の下流部で

ある．アムール川流域と沿岸下流部の各１ヶ所

の中継地の環境を示す画像とワシの滞在地点

を，図 4に示した．アムール川流域の中継地に

ついては，ワシの行動圏内の土地被覆を衛星

データをもとに分類した地図上に，ワシの滞在

地点を示した．

一方，執筆者の一人であるハバロフスク在住

の Pronkevichによれば，プレオブラジェニに

は水産加工場があり，水産廃棄物の投棄されて

いるゴミ捨て場がある．現地の環境を航空写真

で確認したところ，追跡個体が日中に高頻度で

滞在したのは山野にある裸地周辺で，これらの

裸地はゴミ捨て場であると推測された（図 5）．

したがってこの個体は，投棄された水産廃棄物

などを餌として生息していた可能性が高い．ま

た，夜間はごみ捨て場周辺の山野の林内を塒と

していた．

次に，2018年の夏に送信機を装着した 4個
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図 3　2017年 7月に送信機を装着したオジロワシ幼鳥の出生

地からの移動および中継地と越冬地

図 4　2017年 7月に送信機を装着したオジロワシ幼鳥の中継

地の航空写真．上の図は同年 10月 5日～ 11月 16日に滞在

したアムール川中流域で，滞在期間中の行動圏内の土地被覆

を衛星画像を用いて試行的に分類した．ピンク色のドットは

日中の滞在地を，赤のドットは夜間の塒をそれぞれ示す．下

の図は 11月 23日～ 12月 3日までの沿岸部河川下流におけ

る滞在地．



体について，同年 11月 25日までに得られた位

置データを図 6に示した．すべての個体で，出

生した営巣地からの最初の分散地や移動場所の

環境は河川の本・支流域だった．これは 2017

年度の追跡個体と同様である．北海道では出生

地からの分散先や秋から初冬にかけての海ワシ

類の主要な餌場環境は河川であり，餌は産卵の

ため溯上するサケ科魚類である（Shiraki 2001, 

2002ほか）．アムール川本・支流や沿海地方の

河川におけるサケ科魚類の溯上状況は今後の調

査課題であるが，5個体のオジロワシの幼鳥は

サケ科魚類を狙って河川に滞在した可能性があ

る．

今回特定された越冬地は，ゴミ捨て場周辺

だった．北海道で越冬する多くの海ワシ類は，

人為的な餌資源に依存して越冬している（白木

2010）．人為的な餌への集中にはさまざまな問

題点が指摘されており，北海道における海ワシ

類保全上の課題となっている．環境省の海ワシ

類保護増殖事業の最終的な保全目標は，人間の

介入をできるだけ減らして個体群が維持される

状態とすることである．生息環境改変による悪
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図 5　2017年に送信機を装着したオジロワシ幼鳥の越冬地（沿海地方プレオブラジェニ周辺：2017年 12月 3日～ 2018年 1月

8日まで滞在確認 )．下の写真はこの個体の滞在頻度が高かったゴミ捨て場．



影響を回避することと共に，人為的な餌場の利

用と自然の餌種による潜在的な餌場環境につい

て，日露両国の現状を明らかにすることも重要

だろう．

2年間の助成により実施した遠隔追跡調査に

おいて，アムール川流域で繁殖するオジロワシ

幼鳥の日本への渡来は確認されなかったが，今

後，風力発電事業が展開される可能性もある，

沿海地方の海岸部などでの渡り飛行経路や中継

地が明らかになった．これらの知見も，日本と

ロシア極東の広域的な生息環境保全のために重

要である．一方オオワシでは，アムール川下流

で出生した個体の多くが北海道に渡来したこと

が明らかにされている（図 7，Masterov 2013）．

同じ繁殖地域のオオワシとオジロワシの渡り経

路や越冬地の違いは，種の特性によるのかもし

れないが，人為的な餌の供給により，渡り経路

や越冬地が変化した可能性もある．特定された

経路や生息環境条件に基づく潜在的な渡り経路

や生息地の推定は，このような可能性も考慮し

て検討される必要があるだろう．
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GPS tracking 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, Vladimir PRONKEVICH and OKUDA Atsushi

Fifty-two 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 are planned and the environment assessments are underway 
in Japan. 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 and four nestlings at the nest sites of middle basin of Amur river in 
2017 summer and at Lake Chukchagirskoye in lower Amur in 2018 summer, respectively. GPS transmitters were 
equipped to these nestlings and telemetry trackings were carried out to identify their migration routes and their 
habitats after their fledging.

One eagle captured in 2017 had been tracked till 8 January 2018 and this eagle wintered near a dumping ground 
probably with fish waste in the coast of primorye. This eagle also stayed at three stopover sites on the way from the 
natal site to wintering site and all sites were river basins. The eagle did not migrate to Japan, but some important 
data for conservation of this species in Japan and in Russia were acquired. The four eagles with transmitters 
equipped in 2018 summer have been currently tracked.
Keywords: GPS transmitter, middle basin of Amur river and lower Amur, Russia, stopover site, juvenile, wintering 
site, dumping ground
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