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 一般国道336号黄金道路は、沿線の海岸沿いに急峻な崖地が連続しており、法面対策等の防災

工事が急務である。一方で、こうした急峻な地形は希少猛禽類ハヤブサの好適な生息環境とな

っており、適切な保全が必要である。広尾道路事務所では、防災工事の実施に際し、有識者と

の協議のもと、ハヤブサとの共存を目指した対応方針を定め事業を進めている。本稿では、黄

金道路におけるハヤブサの保全対策等の取り組みを紹介する。 
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1.  はじめに 

一般国道336号黄金道路は、道東の広尾町に位置し、

えりも町－広尾町間の海岸沿いを結ぶ道路である(図-1)。
本道路は、太平洋沿岸の厳しい気象条件と、日高山脈の

断崖地形により、落石・土砂崩壊・波浪・雪崩などの災

害が発生しやすく、事前通行規制区間となっている。 
黄金道路で実施している襟広防災事業では、道路交通

の安全性及び確実性の向上を図り、地域活性や円滑な物

流の支援を目的として、海岸線を回避した長大トンネル

の建造、落石・崩落のおそれのある崖面の法面防災対策

工事等を行っている。 
当該事業区域は、日高山脈襟裳国定公園内に位置し、

希少な動植物が生息・生育する優れた自然環境が分布し

ている。防災対策工事を必要とする海岸沿いの急峻な断

崖には、希少猛禽類であるハヤブサ(写真-1)の営巣に適

した窪みのある崖地・岩場等が分布し、ハヤブサの営巣

地と経年的な生息及び繁殖が確認されている。ハヤブサ

は環境省レッドリストや北海道レッドデータブックに掲

載される希少生物であり、また、沿岸生態系の頂点に位

置する生物として健全な生態系の指標となることから、

事業を進めるにあたっては、生息及び繁殖を阻害しない

よう適切な配慮が不可欠である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

このため、有識者との協議のもと、事業の実施に際し

てのハヤブサの対応方針を定め、これに基づき、生息及

び繁殖に配慮した事業を実施している。本稿では、道路

交通の安全性の確保とハヤブサの生息環境の保全の両立

を目指した環境配慮の取り組みを紹介する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  黄金道路におけるハヤブサ対応方針 

黄金道路では、平成17年度より継続してハヤブサの繁

殖状況の確認調査を実施している。営巣箇所の情報やハ

ヤブサつがいの繁殖ステージを踏まえ、工事の実施に伴

う影響を考慮し、有識者を交えた協議により、黄金道路

におけるハヤブサ対応方針を定めた。 
 

(1)  基本方針 

基本方針として、以下の3点を定めた。 
 
①全体事業計画において、ハヤブサの対応方針を考慮し

た計画を立案し、途中変更の少ない事業実施を目指す。 
②事業実施中に対応内容の効果について確認しながら、

今後の事業実施に向けて効率的・効果的な対策内容を

検討する。 
 

図-1  黄金道路位置図 

写真-1  黄金道路に生息するハヤブサ 

一般国道336号黄金道路

広尾町 
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③事業計画区間全域にわたってハヤブサの生息状況(営
巣・繁殖状況)を把握するとともに、事業完了後のフ

ォローアップ等により経年的な情報の蓄積を図り、地

域全体でのハヤブサの生息環境の保全を目指す。 
 
基本方針①に基づく具体策としては、経年的な調査よ

りに得られたハヤブサの営巣情報を事業計画に反映し、

工事の中断など、事業の途中変更がないよう計画を策定

することとした。 
基本方針②では、対応方針に基づき実施した保全措置

について、得られた結果を今後の対策に反映し、より効

果的かつ効率的なものにブラッシュアップすることとし

た。 
基本方針③では、毎年の営巣・繁殖状況確認調査及び

事業完了後のモニタリング調査により、工事箇所周辺だ

けではなく、黄金道路区間全線においてハヤブサの生息

状況を把握し、事業完了後も当該地域全体においてハヤ

ブサの生息環境が保全されていることを目標とすること

とした。 
 
(2)  配慮時期の設定 

当該地域に生息するハヤブサの繁殖ステージ及び工事

による影響の程度・工事時の配慮の考え方は、表-1に示 

すとおりである。経年的な調査により把握された繁殖ス

テージに基づき、繁殖への影響の程度を「極大」、

「大」、「中」、「小」の4段階に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響の程度を踏まえて配慮時期を設定し、施工の休止

等の制限や、工事実施中におけるモニタリング調査を実

施し、ハヤブサの繁殖に配慮することとした。 

なお、当該地域は沿岸漁業が主要な産業となっており、

工事の実施による騒音・振動等が漁業に影響を与えるお

それがある。このため、漁業の 盛期である8月中旬～

11月中旬の騒音・振動を伴う工事を行わないよう配慮し

ている。 

以上に述べたハヤブサ及び漁業への配慮期間より、営

巣地近傍における大規模な工事の実施可能期間は、6月

中旬から8月上旬及び11月中旬から翌年1月までの、年間

約3ヶ月半に制限される。 

 
(3)  配慮区域の設定 

現地調査結果及び事例等を踏まえ、工事の休止等の保

全対策が必要な区域を検討し、営巣地から500mの範囲を

配慮区域として設定した。配慮区域のイメージは図-2に

示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 繁殖ステージ 影響程度 工事時の配慮の考え方 

巣位置選定期 

1月～2月 
小～中 

ハヤブサの巣への執着が高まり、巣への出入りが増える時期。 

人の接近に対する警戒程度は初期段階では高くないが、徐々に高まり、2 月には長時間の人

の干渉は巣位置の変更や威嚇行動を引き起こす要因となる。 

 →特に2月以降の営巣地周辺での工事作業、調査の実施には注意する。 

交尾期 

3月～4月上旬 
大 

巣付近への人の接近は、短時間でも影響を受けやすく、巣上でのディスプレイ等の求愛誇示

行動を阻害する。 

 →営巣地周辺では作業を実施しない方が良い時期、特に長時間の作業実施は制限する。 

産卵直前～抱卵初期 

4月上～中旬 
極大 

ハヤブサの警戒程度が高まり、繁殖活動への影響は極大となる。この時期は、たとえ短時間

であっても巣付近での人の活動が親鳥に極度のストレスを与え、繁殖活動を阻害する。 

 →営巣地周辺での全ての作業を停止するとともに、巣への人の接近を厳しく制限する。 

抱卵中期～孵化後12

日後の巣内育雛初期 

5月上～中旬 

大 

繁殖活動は安定期に入るが、雛は自分で体温を保持できないことから、親鳥の保温を必要と

するため、巣付近での人の活動による親鳥への影響に注意する必要がある。 

 →営巣地周辺では作業を実施しない方が良い時期、特に長時間の作業実施は制限する。 

巣内育雛中期 

5月下旬～6月上旬 

繁殖活動は安定期に入るが、降雨・低温時は親鳥による雛の保温が必要となるため、これら

の気象条件下での工事作業は中止、もしくは最低限に抑える必要がある。 

 →営巣地周辺での短時間の工事作業は可能であるが、親鳥による巣への餌搬入を妨げない

ような配慮する。 

巣内育雛後期 

6月中～下旬 

雛は幼羽に覆われ、親鳥による保温が不要となる。 

 →営巣地周辺での作業制限を緩和することが可能。ただし、並行してモニタリングを実施

し、状況を把握する。 

巣立ち～巣外育雛期 

6月下旬～8月下旬 
中 

雛は巣を離れて行動するようになり、親鳥からの給餌も巣以外の場所で受けるようになる。 

 →飛翔力の劣る雛の突発的な事故を防ぐため、特に巣立ち後10日間程度はモニタリングに

より状況を把握するとともに、巣への人の接近は制限する。 

独立・移動期～ 

非繁殖期 

9月～12月 

小 
巣立ち幼鳥が独立・移動し、ハヤブサの巣への執着が弱まる時期。 

→営巣地周辺での工事作業は基本的にこの時期に実施する。 

表-1  ハヤブサ繁殖ステージ及び工事による影響の程度・工事時の配慮の考え方 

図-2  配慮区域のイメージ 
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(4)  工事計画立案時の保全対策の検討 

繁殖状況の調査で確認された営巣地の位置と、配慮時

期及び配慮区域の考え方に基づき、施工箇所及び施工時

期の途中変更が可能な限りないよう工事計画を立案する

ため、図-3に示す工事計画立案時の保全対策検討フロー

を定めた。 

 

(5)  工事中の保全対策の検討 

ハヤブサつがいは、防災工事の実施の有無にかかわら

ず、既知の営巣地以外の場所に営巣したり、その他の自

然的な要因で繁殖を行わない場合や、繁殖が途中で失敗

したりする場合が考えられる。よって、工事の実施中で

も、工事計画の再立案も含めた適切な保全対策を検討・

実施可能となるよう、図-4に示す工事中の保全対策検討

フローを定めた。 

 

3.  平成25年度の保全対策 

(1)   保全対策の検討及び実施状況 
対象つがいの営巣地近傍では、平成25年度より急崖地

の法面対策工事を実施している。工事の実施にあたって

は前述の対応方針に基づき、表-2に示す6月までの施工

時期の制限と、工事実施中のモニタリング調査、並びに

ビデオカメラによる営巣地の監視を計画・実施した。 

4月の繁殖確認の調査では繁殖は順調であったが、5月

調査時に餌運びが確認されず、ビデオの記録映像により

親鳥が雛の死体を巣から運び出す様子(写真-2)が確認さ

れた。繁殖の確認調査及びビデオの活用により、繁殖の

途中失敗を早期に特定することができたため、工事を前

倒しして6月から開始した。 

繁殖に失敗したものの、対象つがいは繁殖期以外も年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間を通じて営巣地周辺に生息している。このため、工事

の実施にあたってはつがいの生息への影響を考慮し、工

事中のモニタリング調査は継続した。 

図-3  工事計画立案時の保全対策検討フロー 

図-4  工事中の保全対策検討フロー 

表-2  平成25年度のハヤブサ保全対策 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　工事実施期間

　調査ｽｹｼﾞｭｰﾙ

　工事実施期間

　調査ｽｹｼﾞｭｰﾙ

： ：

漁業への配慮期間

H25
当初
計画

H25
実績

・
予定

ハヤブサの繁殖段階

繁殖への影響の程度

保全期間

極大 中大 中 大小

回避期間 配慮期間 留意期間
回避

期間

騒音・振動工事を実施しない

騒音・振動を

伴う工事
騒音・振動を 伴わない工事 騒音・振動を伴う工事

抱卵期 巣内育雛期 独立・移動期～非繁殖期
巣位置

選定期
交尾期

項目

時期

交
尾
期

工事実施に伴うモニタリング調査

騒音・振動を

伴う工事
騒音・振動を 伴わない工事 騒音・振動を伴う工事

つがいの生息状況をモニタリング

しつつ工事を前倒しで実施

巣立ちを確認後、工事を開始

繁殖確認調査

配慮期間

巣立ち～

巣外育雛期

大

雛の死体 

親鳥

写真-2  巣から雛の死体を運び出す親鳥(ビデオカメラ映像) 
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(2)  工事中のモニタリング調査の実施に向けた関係者

間の連携強化 

a) 三者間協議の実施 

工事中のモニタリング調査の実施に先立ち、事業者、

施工業者、環境調査実施業者の三者間で協議を実施した。

協議では、工事の実施内容、モニタリング調査の実施内

容、施工中の配慮事項の確認、緊急時の連絡体制等に関

する情報を共有し、適切な保全対策が実施可能な体制を

整えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  環境勉強会の開催 

三者間協議の実施と併せて、施工業者を対象とした環

境勉強会を開催した。ハヤブサの生態、当該路線におけ

る保全対策の実施状況、工事中の留意事項等をわかりや

すく説明することで、施工業者の環境配慮の取り組みへ

の理解を深めるとともに、連携を強化した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  工事中モニタリングの調査手法 

a)調査時期 

ハヤブサへの工事の実施による影響として、工事作業

に対して警戒飛翔を行う、警戒声を発するなどの明瞭な

忌避行動のほか、個体の出現頻度が少なくなる、異なる

場所に頻繁にとまるなどの平常時とは異なる行動を行う

可能性も考えられた。 

そこで、モニタリング調査は工事の未実施日(休工日)

から着工時～工事中にかけて行い、平常時と工事実施中

の行動を比較することで、影響を的確に把握できるよう

調査時期を設定した。調査は、工事の着工時及び大規模

工事の終了時の2回実施した。 

 

b)  調査方法 

調査は定点観察及び移動観察により実施した。調査箇

所は急崖地であり、調査員の視野範囲が限定される。こ

のため、工事箇所及び営巣地が見通せる地点に定点を配

置し、死角を移動観察により補うことで、個体を連続的

に観察可能となるよう調査箇所を設定した。 

また、調査員の存在がハヤブサの行動に影響を与える

ことのないよう、車内から観察することで調査員の姿が

ハヤブサから直接見えないよう配慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  工事中モニタリング調査の結果 

a)着工時のモニタリング調査結果 

着工時の調査は、工事実施前から工事中にかけての連

続4日間実施した。 

工事実施前は、営巣地近傍の樹木への雌雄でのとまり

や、雄による他種(カラス)への排他行動を確認した。 

工事実施中は、工事実施前と同様の樹木への雌雄での

とまりや、ハンティングも確認され、工事に対する忌避

行動は確認されなかった。 

以上の結果から、工事の実施によるハヤブサへの影響

はないものと判断し、工事を継続した。 

 

b)大規模工事終了時のモニタリング調査結果 

大規模工事終了時の調査は、工事休工日から工事実施

中、工事実施後の連続3日間実施した。 

3日間とも、着工時調査と同様の樹木へのとまり及び

ハンティングが確認され、工事に対する忌避行動は確認

されなかった。 

また、大規模工事の実施後もハヤブサつがいは営巣地

周辺に生息しており、工事の実施による影響はなかった

ものと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3  三者間協議の実施状況 
写真-4  車内観察の実施状況 

図-5  環境勉強会資料の抜粋 

写真-5  モニタリング調査時のハヤブサ確認個体 

樹木にとまるつがい 鳥類を捕えた雄個体
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4.  人工巣の設置検討 

当該事業は防災事業であるため、基本的には緊急性を

必要とする。前述のとおり、黄金道路ではハヤブサの繁

殖及び漁業への配慮期間により、営巣地周辺での騒音・

振動を伴う工事の実施は年間約3ヶ月半に制限される。

工事時期の制限は施工を長期化させ、道路の安全確保に

支障が出るほか、事業費の増大につながる。また、ハヤ

ブサにとっても、人為的な影響を受ける期間が長くなり、

事業・ハヤブサの双方にとって好ましい状況ではない。 

そこで、ハヤブサの営巣地を工事の実施による影響が

ない、あるいは現営巣地と比較して影響の小さい箇所に

誘導するため、人工巣の設置を検討している。 

 

(1)  人工巣設置の検討 

a)工事箇所との関係 

人工巣は、工事による影響がないと考えられる配慮区

域(工事箇所から500mの範囲)外に設置することが 良で

ある。しかし、当該事業区間は工事箇所が狭い間隔で連

続しており、区間によっては工事箇所から500mの範囲外

を人工巣設置箇所とすることが困難であった。 

そこで、工事の規模、工事箇所からの視野状況、工事

騒音の伝播状況を確認し、現在の営巣地よりも影響の程

度が小さいと考えられる箇所を設置箇所として選定した。 

工事箇所からの視野状況はGISソフト(ESRI社ArcGIS)を、

工事騒音の伝播状況は国総研版三次元騒音シミュレータ

ーを使用した解析を行い、地形、標高、障害物を考慮し

た影響の予測を行った。設置箇所の選定イメージは、図

-6に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)つがい間、個体間の関係 

人工巣を現在の営巣地から離れた箇所に設置した場合、

隣接つがいの営巣を誘引するおそれがある。このため、

人工巣の設置箇所は対象つがいの行動範囲等を踏まえて、

現在の営巣地から半径2kmの範囲内から選定した。 

また、対応方針における基本方針③：「地域全体での

ハヤブサの生息環境の保全を目指す」という観点から、

対象つがいの営巣地から十分な離隔がありつがい間の軋

轢が生じないと考えられる箇所にも人口巣を設置し、新

たなつがいの営巣環境の創出を行うこととした。 

 

C)人工巣の設置箇所及び巣の形状 

国内におけるハヤブサの人工巣設置事例では、巣箱型

の巣を設置した事例と、自然の崖地を岩棚状に改良し巣

とした事例とがあり、両事例とも繁殖実績がある。自然

状態での営巣環境を考慮すると、後者の自然の崖地を利

用した人工巣が理想的であると考えられる。 

しかし、当該事業区間の急崖地の多くは、防災対策と

して既にフリーフレーム工や落石防護網工等の法面対策

工事が施されており、営巣に適している自然の急崖地は

限定される。 

また、設置の方法及び今後の維持・管理を考慮した場

合、自然の崖地は作業員が容易に到達できず、作業性及

び安全性の確保が問題となると考えられた。 

そこで本検討では、フリーフレーム工や落石防護金網

工等の法面対策工時済みの急崖地に、巣箱型の人工巣を

設置することとした。 

 

(2)  巣箱型人工巣の構造 

構造の検討にあたっては、コスト縮減及び設置性等を

考慮し、以下の条件を設定した。 

・コスト縮減の観点から、市販品を流用・改造する 

・規格は、繁殖実績があり自然の巣棚サイズを参考と

した既往事例と同様とする 

・強風等に耐えうる強度を確保する 

・急崖地への設置性を考慮し、軽量なものとする 

・潮風による腐食を考慮し、対候性のある材質とする 

これらの条件を満たす人工巣として、市販のベンチ型

収納庫を改造し利用することとした。本来の利用用途は

ベンチであるため十分な強度を有し、材質は軽量かつ対

候性のあるアルミニウム製である。規格は既往事例とほ

ぼ同様である。外装には、当該地域が日高山脈襟裳国定

公園内であり景観に配慮する必要があるため、自然色の

塗装を施した。既往事例では内部に砂利を敷設している

が、より軽量な代替品を検討のうえ敷設する予定である。 

設計図は図-7に、作成した巣箱型人口巣は写真-6に示

すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6  設置箇所の選定イメージ図 

図-7  巣箱型人工巣設計図 
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(3)  人工巣の設置方法 

急崖地への設置は、崖面にアンカーを打ち込み、巣箱

型人工巣とアンカーを固定する等の方法により行う。フ

リーフレーム法枠への設置イメージは、図-8に示すとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  人工巣の設置スケジュール 

人工巣は、平成26年中に設置する。設置作業は対応方

針に従い行うこととし、既往ハヤブサつがいの営巣地周

辺では繁殖への影響のないよう配慮する。設置後は、利

用状況等について確認調査を実施する。 

5.  まとめ及び今後の方針 

平成25年度は、保全措置として対応方針に基づく施工

時期の制限及び工事中のモニタリング調査を実施した。

その結果、工事の実施によるハヤブサの忌避行動や異常

行動は確認されず、工事の実施後も平常時の行動が確認

されたことから、工事の実施によるハヤブサへの影響を

小限にとどめることができたと考えられる。その要因

として、以下の3点が考えられる。 

 

①経年的な繁殖確認調査により得られた結果に基づき、

適切な対応方針、保全措置を策定・実施できたこと。 

②三者間協議や環境勉強会の開催により、関係者間の情

報共有、連携強化が図られたこと。 

③工事の実施に合わせた適切な調査時期、調査手法によ

り、ハヤブサの行動を的確に把握できたこと。 

 

現在の対応方針では、繁殖期における配慮区域内の工

事は行わないこととしている。しかし、防災事業は人の

命に直結するものであり、基本的には緊急性を要する。

このため、今後は人工巣の利用状況をモニタリングして

その改善を図りつつ、さらに工事への馴化等の 新の保

全技術も取り入れながら、保全対策の改善に取り組んで

いきたいと考えている。 

 

6.  おわりに 

本稿では、道路防災事業におけるハヤブサの保全対策

事例とその有効性を紹介した。今後も関係者間の連携体

制を維持し、事業とハヤブサの共存を目指した環境配慮

の取り組みを継続していく所存である。 
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写真-6  作成した巣箱型人工巣 

図-8  巣箱型人工巣の設置イメージ 
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