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 函館・江差自動車道（茂辺地木古内道路）では、工事実施に伴う環境影響調査として、希少

猛禽類の繁殖行動を経年的に確認している。その中でもハヤブサについては、過年度から工事

用道路に近接した地点で継続的に繁殖を行っているため、工事に対するハヤブサの行動を調査

し、工事影響を判断するとともに、必要に応じて保全対策を講じている。その結果、近年は安

定してハヤブサの繁殖が確認されており、限られた営巣環境のみに生息するハヤブサの保全措

置として非常に有用な事例であると考えられた。そのため、本稿では、実際に実施した工事影

響評価及び保全対策の内容について報告する。 
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1.  はじめに 

 

函館・江差自動車道（茂辺地木古内道路）は、近隣主

要都市間の交流を促し、港や空港への物流の効率化と生

活の利便性の向上、また防災代替路として有効に機能す

ることを目的とした一般国道の自動車専用道路である1)。 

本事業区域は、森林や河川など、様々な環境に囲まれ

た自然豊かな地域である。そのため、事業実施にあたっ

てはその地域に生息・生育している動植物への影響を評

価し、必要に応じて保全対策を講じることが求められて

おり、中でも食物連鎖の頂点に位置する猛禽類への配慮

は非常に重要な項目となる。 

本事業では、工事実施に伴う環境影響調査として希少

猛禽類の繁殖行動を経年的に確認している。その中でも

ハヤブサについては、過年度から工事用道路に近接した

地点で継続的に繁殖を行っており、特定の営巣地に固執

していることが確認されている。そのため、工事に対す

るハヤブサの行動を調査し、工事影響を評価するととも

に、必要に応じて保全対策を講じている。本稿では、ハ

ヤブサに対する工事影響の評価及び保全対策と、その効

果について紹介する。 

 

2.  ハヤブサの生態と行動 

 

ハヤブサは、日本では北海道から九州まで分布してお

り、体長は雌で約38～45cm、雄で46～51cmほどあり、中

型（カラスほどの大きさ）の猛禽類である。 

繁殖については、産卵および抱卵を開始する時期がお

およそ3月下旬～4月上旬であり2)、他の中型猛禽類（オ

オタカやハイタカ等）と比較すると繁殖期が早期である。 

一般に、ハヤブサは天候状態と餌の供給が安定的であ

れば一年中同一地域に生息する。国内で繁殖する個体は

ほとんどが年間を通して同じ場所に生息する留鳥で、海

岸の岸壁や海岸近くの山中にある岩壁などで繁殖してい

る。しかしながら、繁殖に適した崖の有無と餌資源の豊

貧によって繁殖分布は不規則になり、時としてある地方

に集中することがある3)。本稿の対象である函館・江差

自動車道周辺においても、平成18年度にハヤブサの繁殖

が確認されてから現在に至る（平成29年度）まで、同地

点での営巣が継続して確認されており、特定の営巣地に

固執していることがよくわかる。そのため、保全対策を

講じる際は、営巣地を継続的に利用できることを念頭に

置くことが重要である。 

 

図-1 本事業地域に生息するハヤブサ 
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3. 工事影響の評価 

 

工事用道路に近接するハヤブサ営巣地への影響を確認

するため、本事業においては、ハヤブサに対する工事影

響の評価を以下に示す項目で実施した。 

 

（1）工事実施によるハヤブサへの影響範囲 

工事実施によるハヤブサへの影響範囲は、これま

での調査結果や既往事例、専門家の意見をもとに、営

巣地から約200m～300mと設定されている4)。 

本事業においては、確認されているハヤブサの営

巣地から工事箇所までは700m以上離れているため、工

事による直接的な影響はないと考えられた。しかしな

がら、工事用車両が営巣地から約50m離れた林道を走

行しており、その影響が懸念されたため、保全対策を

講じる必要性を検討した。 

 

（2）猛禽類の異常行動判断基準の策定 

本事業では当該地域に生息する希少猛禽類の生態

を考慮し、警戒行動を参考にした異常行動判断基準を

策定して工事影響を評価している。 

本事業において確認されているハヤブサについて

も、表-1に示す判断基準を用いて異常行動の有無を調

査時に確認し、工事影響を評価した。 

 

表-1 猛禽類の異常行動の判断基準 

区

分 
内容 

飛

翔

時 

良いタイミングであってもハンティングを行わない  

威嚇ディスプレイ行動を頻繁に行う（V字,波状等） 

特定のエリア・方向（音源・作業・人）を注視する 

急な方向転換をして飛去する 

警戒声を発する 

と

ま

り

時 

普段とまる場所にとまらない 

（普段とまらない場所にとまる）  

とまり場を頻繁に変えて落ち着かない 

特定のエリア（音源・作業・人）を注視する 

警戒声を発する  

 

（3）工事状況（工事用車両の通行状況等）の確認 

工事状況（工事用車両の通行状況等）とハヤブサ

の異常行動との間に関連性があるかどうかを調べるた

めに、工事影響の可能性が考えられたハヤブサの営巣

地モニタリングと併せて、車両の通行台数や車の動き

（人の出入りや停車等）などついて記録を行った。 

工事用車両については、乗用車、トラック、ダン

プカーなど、車種を可能な限り詳細に記録し、営巣地

周辺の車両通行台数（台/時）を記録した。 

（4）工事に対するハヤブサの異常行動 

本事業において確認されたハヤブサの工事用車両

に対する異常行動を表-2に示す。 

交尾期～抱卵期にあたる3月～4月においては、工事

用車両が通行する際、成鳥が停車車両を注視するとい

う行動が確認された。また、対象によってもハヤブサ

の反応が異なっており、車両と比較して人が動くこと

に対してより敏感に反応したと考えられた。 

巣内・巣外育雛期にあたる6月～7月においては、工

事用車両の通過等に対して巣から飛立つ行動も確認さ

れた。また、営巣地の手前にある空地に工事用車両が

停車した際は、巣への飛翔を止めてしまった個体も確

認されたため、保全対策の検討が必要であると考えら

れた。 

表-2 確認された車両通行状況と異常行動 

月 
繁殖 

ｽﾃｰｼ゙  

車両 

通行状況 

人の 

動き 

ハヤブサ 

異常行動 

3 交尾期 空地停車 － 車両注視(成) 

4 抱卵期 空地停車 ○ 車両注視(成) 

5 
巣内 

育雛期 
30台/日通行 － － 

6 
巣内外 

育雛期 
60台/日通行 － 巣飛立ち(成) 

7 
巣外 

育雛期 
空地整備 ○ 巣飛立ち(成/幼) 

 

 

 

 
図-2 営巣地周辺を通行する工事用車両 

 

 
図-3 営巣地（崖）及び周辺の空地（手前） 

※過去 12年間のモニタリングのうち、各月において目立って確認

された車両通行状況及び異常行動を示している。 

※成：成鳥、幼：幼鳥 の行動を表す。 
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4. 保全対策の検討及び効果 

 

猛禽類の保全にあたっては、事業による影響をまず回

避し、それが出来ない場合には低減、それも出来ない場

合に代償という順序で考えていく必要がある5)。 

本事業では、供用（平成31年度予定）に向けてトンネ

ルや橋梁の工事が通年実施されていること、また、ハヤ

ブサ営巣地の近傍にある林道以外に工事箇所へアクセス

出来るルートがないことから、工事影響の回避措置が困

難であると考えられた。さらに、本地区は自然豊かな地

域ではあるものの、ハヤブサの営巣に適した海岸の岸壁

や山中にある岩壁などが周辺に存在しないため、営巣地

の代償措置についても実践が困難であると考えられた。

よって、対策可能な方法として低減措置を講じることと

した。以下に工事影響の低減措置として実施した、ハヤ

ブサに対する保全対策を紹介する。 

 

（1）調査圧による負担の軽減 

前述したように、ハヤブサの営巣地は岩壁にある

こと、また、営巣地の手前に空地があることから、非

常に見通しの良い地点となっている。したがって、モ

ニタリングを実施するにあたり、調査自体がハヤブサ

の負担にならないよう考慮する必要があった。 

対応策としては、モニタリング時に車内観察を行

うことや、長時間における近傍からの連続モニタリン

グを行わないこと等により、ハヤブサが警戒する人の

存在を可能な限り低減するよう考慮した。 

 

 
図-4 車内観察による調査風景 

 

（2）工事用車両に対する制限措置 

工事用車両に対するハヤブサの行動をモニタリン

グしたところ、主に①営巣地前の空地利用、②工事用

車両の頻繁な道路利用がハヤブサの繁殖に影響を及ぼ

す恐れがあると考えられた。そのため、以下に示す項

目で工事車両に対して制限措置を設け、ハヤブサの繁

殖に影響を及ぼさないよう配慮した。 

a)空地利用の停止 

営巣地の手前にある空地に停車する工事用車両に

対して、ハヤブサが警戒する行動（巣から飛び立つ、

巣に向かっていた個体が途中で引き返す等）がみられ

たため、現場責任者と協議の上、車両の移動を行い、

空地利用を停止した。 

 

b)速度規制及び散水の実施 

工事用道路を走行する工事用車両の騒音及び振動

がハヤブサの異常行動に関わると考えられたため、有

識者の助言の下、車両通行速度については20km/ｈを

徹底して実施した。また、天気が良く乾燥した日にい

ついては、走行時に散水を実施し、粉塵が舞わないよ

う留意した。 

 

c)車両通行量の均一化 

工事を実施するにあたって、基本的には工事規模

が大きくなるにつれて工事用道路の通行量が増加する

と予想される。その際、一般にハヤブサの抱卵期にあ

たる3月下旬～4月上旬に工事規模が急に拡大すると、

ハヤブサへの負担が非常に大きくなると考えられた。 

そのため、時期によって工事規模が増加しないよ

うに、可能な限り工事規模（＝車両通行量）の通年均

一化を図った。 
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図-5 車両通行量の統一イメージ 

 

（3）事業者・調査会社・工事業者との連携構築 

関係者全員に対するハヤブサを含めた希少種の保

全への意識向上を目的として、自然環境保全勉強会を

実施した。 

勉強会では、工事業者が工事を実施する際、影響

有無を判断できるように、過年度にハヤブサが車両を

警戒した事例、及び繁殖が成功した際の工事内容（車

両通行台数等）といった情報を集計して得られた当該

地域個体特有の判断基準を紹介した。 

また、工事実施時の留意点や希少種の異常を確認

した際の関係者間での伝達方法等を記載したハンドブ

ックを作成し、事業者・調査会社・工事業者間で連絡

を取り合って工事の中止・続行を検討できるシステム

を構築した。 
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図-7 勉強会実施の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 自然環境保全勉強会スライド 

 

（4）保全対策の効果 

(1)～(3)の保全対策を実施した効果を以下に示す。 

はじめに、調査圧による負担の軽減に努めたとこ

ろ、調査によるハヤブサの警戒行動は確認されなかっ

た。 

次に、関係者間での保全意識の向上、及び連携体

制の構築により、空地を利用していた工事用車両に対

してハヤブサの警戒行動が確認された際、工事業者及

び調査会社と速やかに連絡を取り合い、工事用車両を

空地以外の場所に移動することが出来た。 

その結果、空地を利用していた工事用車両に対し、

警戒して巣への飛翔を止めていた個体については、空

地利用停止後に通常の行動に戻ったことが確認された。

また、速度規制や車両通行量の均一化等の処置を施し

たところ、工事用車両に対するハヤブサの目立った警

戒行動は確認されなくなったため、保全対策による効

果が確認されたと考えられる。 

 

 

 

5. 今後の予定 

 

本事業区域に生息するハヤブサに対して、様々な保全

対策を講じるとともに、工事業者等への周知及び留意点

等の理解が深まった結果、近年は4年連続して繁殖成功

（幼鳥の巣立ち）が確認されている。そのため、平成31

年度（予定）に控えた函館・江差自動車道（茂辺地木古

内道路）の供用に向けて、今後もこれまでに行ってきた

保全対策を継続していく予定である。 

また、本事業区域については、ハヤブサのみならず他

の希少猛禽類の生息も確認されている。そのため、ハヤ

ブサに対する保全対策の成功事例をもとに、今後の工事

状況に合わせて他の希少猛禽類に対しても、保全対策措

置を講じ、周辺環境に配慮しつつ事業を進めていく予定

である。 

 

6. 終わりに 

 

本稿では、限られた地域にのみ生息可能であるハヤブ

サに対する保全対策の成功事例を紹介した。これは、ミ

ティゲーション（環境影響の最小化）を考える上で、低

減措置を実施する場合の保全措置として非常に有効な事

例であると考えられる。今後は本事業のみならず、他事

業においても本稿を参考に同様の保全対策措置が実施さ

れ、工事影響を最小限とした事業の実施に寄与出来れば

幸いである。 
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