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道路建設事業において工事中の猛禽類への影響評価・保全対策の事例は道内でもいくつか報
告されているが、道路供用後の影響評価事例は少なく、特にオオタカに関する報告はほとんど
ない。本稿では、北海道横断自動車道網走線 陸別・訓子府町界～訓子府IC間において、経年
的に路線近傍での営巣が確認されたオオタカに対し、行動圏解析・横断飛翔分析等により道路
供用後の影響評価を行ったので、その結果を報告する。
キーワード：オオタカ、環境影響評価、道路供用後、行動圏解析、横断飛翔分析

1. はじめに
道路建設事業では、近年の環境への関心の高まりや重
要性を踏まえ、事業予定地及びその周辺に生息する動植
物へ配慮する取り組みが行われている。中でも、オオタ
カ等の希少猛禽類は、種の貴重性に加え、生態系の上位
種でもあることから、配慮対象種となることが多く、そ
の営巣地は、道路建設事業におけるコントロールポイン
トになっている。
工事前には、希少猛禽類の営巣地の存在により、計画
路線のルート変更が検討されることがある。この場合、
その後の事業実施に大きく影響するため、営巣地を把握
するための詳細な調査が行われる。
工事中には、工事による影響を把握するため、繁殖状
況のモニタリング調査が実施される。また、種の生態に
応じて配慮区域が設定され、工事中モニタリングや馴化
等の保全対策が実施されることもある。
以上のように、工事前から工事中にかけては、詳細な
調査や保全対策が行われ、事業による影響を予測・評価
するための知見が蓄積されている。
一方で、道路供用後においては、数年間の事後調査が
行われるが、そのほとんどは、繁殖状況を確認するのみ
であり、走行自動車との衝突（以下、ロードキル）等の
道路供用による具体的な影響について評価した公表事例
は少ない。しかし、道路供用による具体的な影響を評価
することは、事業による希少猛禽類への影響を適切に評
価するためだけでなく、追加の保全対策検討につながる、
情報を得ることができると考えられる。したがって、道
路建設事業においては、道路供用による影響評価も重要
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であり、適切な評価に向けて知見を蓄積する必要がある。
そこで、供用後の北海道横断自動車道網走線 陸別・
訓子府町界～訓子府IC間において、路線近傍で営巣が確
認されているオオタカに対して、道路供用による影響に
ついて、調査、解析及び評価を行ったので、その取り組
みと得られた知見について報告する。

2. 本事業の概要とオオタカの確認状況
(1) 事業の概要
北海道横断自動車道は、黒松内町を起点とし、小樽市、
夕張市、清水町、本別町等を経由して根室市・網走市に
至る延長約 694km の高速自動車国道である。
このうち足寄～北見間は、高速ネットワークの拡充に
よるオホーツク圏と道央圏・十勝圏の連絡機能の強化を
図り、地域間交流の活性化、物流の効率化等の支援を目
的とした、足寄 IC から北見西 IC に至る延長 79.0km の
事業である（図-1）。

図-1 事業箇所位置図

本事業箇所は陸別小利別 IC から訓子府 IC 間に位置し、
平成 29 年 10 月 9 日、2 車線で供用された。
(2) 工事前～工事中におけるオオタカの確認状況
本事業の路線周辺には、牧草地等の耕作地と針葉樹林
等の樹林地が存在している（写真-1）。
本事業において、平成 19 年度に環境への影響を予測
した結果、オオタカについては、路線近傍での営巣地が
確認されなかったため、事業による影響は極めて小さい
と予測された。
しかし、工事期間中の平成 22 年度に、路線近傍でオ
オタカの営巣が確認されたことから、事業による影響を
低減するため、モニタリング調査及び保全対策を実施し
てきた。
モニタリング調査の結果、平成 22 年度以降、当該つ
がいの飛来が経年的に確認されたため、保全対策として、
繁殖期の工事回避や目隠しフェンスの設置、工事中モニ
タリングを実施してきた。平成 29 年度には、工事作業
に対する異常行動（警戒行動等）が確認され、当日の工
事作業一時中断の措置を講じた。
これらの取り組みにより、工事中の平成 22 年度から
平成 29 年度までの 8 年間に、営巣地を放棄することは
なく、繁殖成功（幼鳥の巣立ち）が 4 回確認された（図
-2、表-1）。なお、当該つがいの繁殖成功率は、80％で
あるが、ヨーロッパでは 77％、北米では 82％であり 1)、
概ね同程度の値だった。

写真-1 路線周辺の環境
（手前に耕作地、奥に針葉樹林が広がる）

路線

表-1 オオタカの繁殖状況
年度 繁殖成否 路線からの巣までの距離
H22
○
約 100m
H23
詳細位置不明
H24
○
約 100m
H25
詳細位置不明
H26
○
約 100m
H27
○
詳細位置不明
H28
詳細位置不明
H29
△
約 500m
繁殖成否 ○：成功 △：不明 -：非繁殖

3. 道路供用による影響評価の課題と解決策の検討
(1) 道路供用による影響評価の課題
道路供用後には、自動車が走行するようになるため、
ロードキルの発生等、工事中とは異なる影響が懸念され
る。
従来の道路供用後の影響評価では、繁殖成否を確認し、
その要因について、事業影響の有無を分析、考察してき
た2)3)。しかし、この手法では、繁殖失敗が確認された場
合、事業影響か否かの判断材料が少ない。また、事業影
響以外の要因整理についても、営巣地周辺での人為的影
響や気象条件等の限られた情報の中からの推測が求めら
れる。
したがって、従来の評価手法では、繁殖成否に基づい
た推測的な評価となり、事業による影響か否かの判断が
難しいことが課題として挙げられる。さらに、追加の保
全対策が必要となった場合に、対策検討のためのデータ
が乏しいことも課題として挙げられる。
(2) 解決策の検討
課題の解決には、繁殖成否に加え、道路供用により懸
念される影響を抽出し、その影響について指標を設定し
たうえで、評価を行う手法が有効であると考えた（図3）。
この評価手法により、道路供用による影響について、
より適切な評価が可能となることが考えられる。
本論文では、従来の繁殖成否の確認に加え、上記の評
価手法により、道路供用によるオオタカへの影響評価を
試みた。

オオタカ
営巣木
①道路供用により懸念される影響の抽出
②評価指標の設定
調査定点
③評価のための調査・解析
図-2 路線とオオタカ営巣地の位置図

④調査・解析結果に基づいた評価
図-3 評価手法フロー
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4. 評価・解析手法
(1)道路供用による影響項目の抽出
道路事業が動物、植物、生態系へ与える影響として、
以下の5項目が挙げられる4)。
【直接的な影響】
①生息地、生育地等の消失・縮小
②生息地・行動圏・移動経路の分断
【間接的な影響】
③光・気象環境の変化
④水環境の変化
⑤音環境の変化
上記の5項目について、オオタカの生態及び当該地域
の地域特性を踏まえ、本事業での道路供用による影響を
検討した結果、②「生息地・行動圏・移動経路の分断」
及び⑤「音環境の変化」を抽出した（表-2）。
②「生息地・行動圏・移動経路の分断」については、
道路の存在により、生息地や行動圏が分断され、その地
域で種が存続できなくなる可能性やロードキルの発生等
が懸念される4)。本事業では、オオタカの行動圏が分断
され、当該地域で存続できなくなる可能性が懸念された。
また、オオタカは林外でも低空を飛翔することが多く5)、
ロードキルの危険性が高いことが懸念された。
⑤「音環境の変化」については、開通後の自動車走行
音によって、周辺地域の音環境が変化することで、猛禽
類等の繁殖に影響を与えることが懸念される4)。本事業
では、オオタカの営巣林分が路線と接していることから、
音環境の変化による影響が懸念された。
表-2 本事業における影響の検討結果
影響の
分類
直接的
影響

懸念される影響項目

供用による影響

①生息地、生育地等の
消失・縮小
②生息地・行動圏・
○
移動経路の分断
間接的 ③光・気象環境の変化
影響
④水環境の変化
⑤音環境の変化
○
○：影響が懸念される -：影響が懸念されない

表-3 評価の指標設定と調査・解析方法
影響
評価指標 調査・解析方法 評価手法
繁殖への影響 繁殖成否 繁殖成否（幼鳥 従来の手法
の巣立ち）の確
認
②行動圏の
行動圏の ・メッシュ解析 文献4)から
分断による 変化
抽出
種の存続へ
の影響
② ロ ー ド キル 路線上での ・飛翔高度確認 文献4)から
の発生
飛翔高度 ・横断飛翔分析 抽出
⑤自動車走行
・モニタリング
文献4)から
音による
異常行動
による
抽出
繁殖阻害
行動確認
②：生息地、行動圏、移動経路の分断、⑤音環境の変化
a)繁殖成否
繁殖成否を確認するため、オオタカの繁殖期である4
月から8月にかけて、各月2日（8時間/日程度）の定点観
察を行った。調査定点は、営巣林を確認可能な位置に設
定し、道路供用前後（平成29年度及び平成30年度）とも
ほぼ同じ位置で行った。調査では、目視（20倍程度の双
眼鏡を使用）または鳴き声による確認から、繁殖状況を
把握した。また、林内踏査を実施し、繁殖利用巣の特定
及び利用状況の確認も併せて行った。
b)行動圏の分断
行動圏の分断を評価するため、道路供用前後の行動圏
について、メッシュ解析（図-4）を用いて分析し、比較
した4)6)。
評価は、道路供用前後での行動圏の変化を指標とし、
路線を含んだメッシュで極端な出現頻度の低下が生じて
いないか、路線の両岸での利用が維持されているかを主
な視点とした。
【解析方法4)6)】
・1メッシュの大きさは、1辺250mとして設定した。
・調査で確認されたとまり・飛翔の回数をメッシュ毎に
数え、集計した。
・集計結果に加え、営巣木から各メッシュの中心点まで
の距離を基に、最大行動圏・95%行動圏を特定した後、
営巣期高利用域（以下、高利用域）を特定した。

(2) 評価指標の設定と調査・解析方法
評価指標は、従来の手法である繁殖成否に加え、懸念
された影響の項目ごとに設定した（表-3）。

図-4 メッシュ解析の概念図
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【解析に用いたデータ】
・道路供用前（平成29年度）と道路供用後（平成30年
度）のデータを用いた。
・平成29年度と平成30年度で調査時間が異なったため、
時間当たりの出現頻度を算出した。
・とまり及び飛翔を解析対象とした。
・鳴き声の確認位置は不明確なため、解析対象からは除
いた。
・平成30年度だけ確認された幼鳥のデータは除いた。
c)ロードキルの発生
ロードキルの危険性を評価するため、路線上空での横
断飛翔時の飛翔高度を確認した。
高速自動車国道における設計車両の車両高は路面から
3.8m以下と設定されているため7)、4m以下の飛翔をロー
ドキルの危険性が高い「危険飛翔」として、評価した
（図-5）。
なお、飛翔高度は、現地調査時に、路線上空での飛翔
が確認された場合に、路面からの高度を目視で確認し、
記録した。飛翔高度は、路線周辺の林冠部の高さ（約
20m）を目安として、データを取得した。

図-5 ロードキル危険性評価の概念図（本事業設定）
d)自動車走行音による繁殖阻害
自動車走行音による影響を評価するため、オオタカの
異常行動の有無を確認した。
異常行動が確認された場合には、異常行動の対象物
（他の鳥類等）を確認し、記録した（表-4）。
なお、営巣木は直接視認できないため、個体が出現し
た際の行動から、影響を間接的に評価した。
また、路線近傍と営巣地周辺で騒音を測定し、音環境
を把握した。
表-4 異常行動の種類と内容（本事業設定※）
異常行動の種類
具体的行動
警戒声
警戒声（ケッケッ）を発する
旋回上昇
急に旋回しながら高度を上げる
急な方向転換や反転 飛翔中に急な方向転換や
不意な反転をする
威嚇ディスプレイ
波状飛翔や深い羽ばたきをする
注視
特定のエリアを注視する
※工事中モニタリングや馴化での事例を参考に設定
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5. 調査・解析結果
(1) 繁殖成否
道路供用後初の繁殖期である、平成30年度は、4月か
ら繁殖行動が継続して確認され、6月には、ヒナの鳴き
声と思われる声が確認された。8月には、営巣林上空で
幼鳥2羽の飛翔が確認され、今年度の繁殖成功が確認さ
れた（表-5）。
また、林内踏査の結果、平成30年度の利用巣は、平成
29年度の利用巣と同じであると考えられた。

調査日
4/24-25
5/17-18
6/21-22
7/16-17
8/6-7

表-5 オオタカの繁殖確認状況
確認回数
繁殖確認状況
11回
成鳥の餌乞声確認
19回
成鳥の餌乞声確認
19回
成鳥及びヒナの餌乞声確認
20回
ヒナの餌乞声確認
23回
幼鳥2羽の巣立ち確認

(2) 行動圏の分断
メッシュ解析の結果、道路供用前（平成29年度）の確
認メッシュ数は41個、道路供用後（平成30年度）の確認
メッシュ数は46個だった（図-6）。路線を含んだメッシ
ュのうち、道路供用前の確認メッシュ数は6個、道路供
用後の確認メッシュ数は6個だった。また、路線を含ん
だメッシュでの出現頻度の合計は、道路供用前で0.11回
/h、道路供用後では0.19回/hだった。
路線を中心として、営巣地の反対側で確認されたメッ
シュ数は、道路供用前で26個、道路供用後で33個だった。
高利用域は、路線上において道路供用前後ともに確認
された。
供用前(H29)

供用後(H30)

図-6 メッシュ解析の結果

(3) ロードキルの発生
全22回の飛翔行動のうち、路線上空の横断飛翔は、7
回確認された。このうち、「危険飛翔（0-4m未満）」は
確認されなかった（表-6、図-7）。
なお、平成30年9月10日までに、当区間において、オ
オタカのロードキルは確認されていない。
表-6 横断飛翔状況
ロードキル危険性
高【危険飛翔】
中
低

飛翔高度
0-4m
4-10m
10m以上
飛翔確認合計
（横断飛翔以外も含む）

確認回数
0回
2回
5回

-

6. 考察
(1) 調査・解析結果の考察と影響評価
道路供用により懸念された影響について、調査・解析
結果を踏まえ、項目ごとに評価した。
a)繁殖成否
調査の結果、今年度の繁殖成功が確認された。また、
道路供用後においても営巣地を放棄することはなく、平
成22年度以降、当該つがいは経年的に確認された。
従来の評価指標である繁殖成否からは、道路供用によ
る繁殖への影響は極めて小さいものと考えられる。

22回

標高
高い

標高
低い

図-7 横断飛翔状況図

b)行動圏の分断
メッシュ解析の結果、道路供用前後で、路線を含んだ
確認メッシュ数に変化はなく、出現頻度の低下も見られ
なかった。また、路線の両岸で利用が確認され、高利用
域は路線を含む形で位置した。
高利用域は、営巣期の採餌場所、主要な飛行ルート、
主要な旋回場所等を含む営巣期に主として利用する区域
とされており6)、繁殖期の重要な利用域である。高利用
域が道路供用前後とも、路線を含んで位置したことから、
供用後も採餌や移動が問題なく行われていたことが示唆
された。
さらに、路線の両岸で利用が確認されたことから、路
線を越えた移動も可能となっており、移動経路は確保さ
れているものと考えられる。
以上のことから、行動圏の分断は生じていないものと
考えられ、道路供用による直接的な影響は、極めて小さ
いものと考えられる。

(4) 自動車走行音による繁殖阻害
警戒行動は、5件確認された。このうち、自動車走行
音に対する異常行動は確認されず、すべてが他種に対す
る警戒行動だった（表-7、写真-2）。
なお、騒音測定の結果、路線近傍での騒音レベルは、
夜間における一般道路周辺の騒音レベルと同程度だった。
また、営巣地周辺での騒音レベルは、山村の田畑におけ
c)ロードキルの発生
る一般的な騒音レベルと同程度だった。
調査定点の1箇所は、路線上を見通せる位置に設定す
ることで、路線上空の横断飛翔は確認可能だったが、
表-7 警戒行動の確認状況
「危険飛翔」は確認されなかった。また、全飛翔確認の
日付
齢
性
行動内容
警戒対象
うち、横断飛翔の回数は少なかった。したがって、調査
5/18 成鳥 雌 警戒声
カラス類
日以外を含めても、「危険飛翔」の頻度は極めて少ない
5/18 成鳥 雄 警戒声
カラス類
ことが推察される。
5/18 成鳥 雄 警戒声
カラス類
以上のことから、ロードキル発生の危険性は、低いと
5/18 成鳥 雌 警戒声
トビ・カラス類
考えられ、道路供用による直接的な影響は、極めて小さ
6/21 成鳥 雌 警戒声・攻撃
トビ
いものと考えられる。

トビ

オオタカ
写真-2 警戒行動の例（トビへの攻撃 6/21）
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d)自動車走行音による繁殖阻害
調査の結果、自動車走行音に対する異常行動は確認さ
れなかった。
音に対する反応としては、工事中の建設機械等で発生
する突発音に対して、異常行動を示すことが一般的に知
られている。これに対し、自動車走行音は、営巣林に近
づくにつれて、徐々に騒音レベルが上がってくることか
ら、突発音と比較し、影響が少ないものと考えられた。
また、騒音測定の結果、営巣地における音環境は、オ
オタカの生息環境である、山村の田畑での騒音レベルと
同程度だった。
以上のことから、自動車走行音による影響はほとんど
なかったものと考えられ、道路供用による間接的な影響
は、極めて小さいものと考えられる。

客観的な評価結果をもとに、事業影響の有無についての
説明責任を果たせることがメリットの一つとして挙げら
れる。また、影響が確認された場合には、追加の保全対
策を検討する必要があるが、今回の評価手法で得られた
データは、その際の検討材料となる。供用による影響に
ついて、計画的な評価の実施により、必要最小限の調査
が行われ、結果として、全体的なコスト縮減が図られる
と考えられる。
一方で、課題としては、供用による影響を評価した公
表事例が少なく、比較可能なデータが少ないことが挙げ
られる。課題解決のためには、他の道路建設事業におい
ても、今回の事例を参考として、供用による影響を評価
し、知見を蓄積していくことが望まれる。
これまでの道路建設事業では、工事前から工事中にか
けては、詳細な調査が行われ、影響評価のための知見が
蓄積されてきた。今後は、供用による影響についても、
詳細な調査を行い、知見を蓄積することで、これまで以
上に、環境に配慮した道路建設事業の実施が可能になる
と考えられる。

(2) 評価の総括
影響が懸念された各項目について、いずれも、影響は
極めて小さいものと考えられた。各項目の評価結果を踏
まえ、本事業では、道路供用によるオオタカへの影響は、
極めて小さかったものと評価した（表-8）。
謝辞：本事業における現地調査や保全対策の検討に際し、
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