洋上風力発電事業における
自然共生策検討調査
（平成 27 年度実施）

報告書

平成 28 年 8 月
北九州市

環境局

本調査の目的
「北九州市地域エネルギー拠点化推進事業」の柱の一つとして、響灘沖における洋上風力発電
立地に向けた検討を進めている。
洋上風力発電導入にあたり、自然環境への影響を最小限に回避するような取組みや、逆にプラ
スの影響が生じた際に、その効果をどのように活用していくのか等を「自然共生策」とする。
本業務では、洋上風力発電事業及びその他の事業における自然共生策について事例調査などを
行い、市の地域特性を踏まえ本市沖の洋上風力発電設置の際に実現可能な実施方法について検討
した。
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１

鳥類への配慮

白島について
福岡県公報 1)に示された白島鳥獣保護区の存続期間更新によれば、
「当該区域はオオミズナギド
リの繁殖のための環境が整っており、繁殖を確保するため特に重要な中核的区域となっている。
また、環境省レッドリストで準絶滅危惧に指定されているカラスバト（天然記念物）
、準絶滅危惧
のミサゴ、絶滅危惧Ⅱ類のハヤブサ、コノハズク等の繁殖が確認されている。また、当該区域の
海上部分はオオミズナギドリ、白島周辺で確認されている絶滅危惧Ⅱ類のカンムリウミスズメ（天
然記念物）の採餌場所として重要である。
」と記載されている。
「NEDO 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究 計画段階環境配慮書」2)（エコ・パワ
ー株式会社）によれば、白島はカラスバトやオオミズナギドリの繁殖地、春秋の渡りの時期にお
ける陸鳥の中継地としている。
風力発電による対象種への影響について（海外文献による）
「野鳥保護資料集 第 25 集『再生可能エネルギーの利用が生物の多様性に及ぼす影響−鳥類と
コウモリ類の事例』
」3)には、対象種を含む結果がいくつか掲載されている。
第一に、風車が鳥類の渡りや定期的な飛翔の障壁となっているかどうかを示している研究件数
であり（表 1-1）
、これにはハチクマをはじめ 3 種が含まれている。
表-1-1 風車が鳥類の渡りや定期的な飛翔の障壁となっているかどうかを示している研究件数
障壁効果あり

障壁効果なし

統計的有意性

ハチクマ

1

0

記載なし

チュウヒ

4

0

記載なし

コアジサシ

0

1

記載なし

種名

1989 年以降ドイツの風力発電所で記録された衝突による鳥類の死亡個体数のリスト 3)によれば、
チュウヒ（1 個体のみ）が相当する。ヨーロッパの風力発電所で記録された衝突による鳥類の死
亡個体数のリストによれば、チュウヒ(1 個体)、コアジサシ(4 個体)である。
対象種の風車へのバードストライクの実態について
「日本における鳥類の風力発電施設への衝突事故死の発見事例」4)（日本野鳥の会）によると、
2010 年 3 月時点で、31 種群 88 事例が報告されている。このうち対象種は、ミサゴが相当する。
環境省が平成 19〜21 年度にかけて実施した
「風力発電施設バードストライク防止策実証事業」
5)においても死骸調査が実施されており、風車近辺で

22 種群 42 個体の死骸が確認されている。

このうち対象種は、3 種群（オオミズナギドリ、ミズナギドリ科の 1 種およびコウモリ類）が
相当する。
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表-1-2 既存資料からみた対象種の衝突実績（灰色）
日本野鳥の会
種名

3)

環境省

死亡数

アオジ

種名

5)

死亡数

1

アブラコウモリ

イヌワシ

1

ウ属の１種

1

イワツバメ

1

ウミツバメ科の１種

1

イワツバメ類

1

ウミネコ

1

ウトウ

1

オオミズナギドリ

1

ウミウ

1

カルガモ

8

ウミスズメ

1

カワラヒワ

2

ウミネコ

1

キクイタダキ

2

オオセグロカモメ

11

キジ

3

オオワシ

1

クロジ

1

オジロワシ

16

ケアシノスリ

1

カモメ類

6

チョウゲンボウ

1

カモ類

1

ツグミ

1

カラス類

6

トビ

3

カルガモ

1

ノスリ

2

キジバト

1

ハシブトガラス

2

クロガモ

1

ヒバリ

2

クロツグミ

1

ヒメウ

1

シロハラクイナ

1

ヒヨドリ

1

トビ

18

マガモ

1

ノスリ

1

ミズナギドリ科の１種

1

ハイタカ

2

不明種

ハシブトウミガラス

1

ハシブトガラス

4

ハシボソガラス

1

ヒヨドリ

1

ホオジロ

2

ミサゴ

1

ムクドリ

1

ヤマドリ

1

その他

1

31 種群

1
22 種群

88 事例

2

5

42 個体

長崎県池島近海における鳥類の飛行高度 6)
洋上風力発電のバードストライクのリスクの高い種を検討する上の一資料として長崎県池島近
海において 2009 年 11 月から 2011 年 1 月にかけて海上を飛行する鳥類の飛行高度を調査した。
海上 30ｍ〜150ｍをバードストライクの危険のある高さと想定すると，オオミズナギドリ
Calonectris leucomelas、カツオドリ Sula leucogaster、ウミネコ Larus crassirostris はそれよ
り低い高さを、スズメ目の鳥類はそれより高い高さを主に飛ぶため、バードストライクの危険性
は低いと考えられたが、ウミウ Phalacrocorax capillatus、セグロカモメ L. schistisagus、ミサ
ゴ Pandion haliaetus、トビ Milvus migrans はバードストライクの危険性が高いと考えられた。

図-1-1 鳥類の飛翔高度（植田ほか 2011 より転載）

鳥類の飛翔ルートを追跡する-セオドライトによる猛禽類の飛翔軌跡の調査 7).
和歌山県加太及び友ヶ島周辺において、猛禽類の渡りを 2 台のセオドライト（測距儀）で追跡
している。セオドライトによる追跡図と飛翔高度図によれば、陸域でソアリングし高度を上げた
のち、滑翔して海上に向かうが、このときの高度は 100m を下回らない。

3

図-1-2 セオドライトによる追跡図と飛翔高度図 7).

図-1-3 観測された猛禽類の飛翔高度 7).
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鳥類の飛翔ルートを追跡する-セオドライトによる猛禽類の飛翔軌跡の調査-II．淡路島におけるサ
シバの渡りについて 8)
同じ手法により、兵庫県淡路島東浦町で主にサシバの渡りを追跡した。調査範囲はすべて陸域
であり海域はない。飛翔高度は 301〜400m のケースが最多であり、0〜100m および、101〜200m
の出現頻度は極めて少なかった（図-1-4）
。

図-1-4 飛翔高度の頻度分布（サシバ）8)
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洋上風車に対する海鳥の反応 9)
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）と東京電力株式会社の共同
研究である銚子沖の洋上風力発電実証研究において、洋上風車施設に対する海鳥の反応を調査し
た。その結果、多くの海鳥が洋上風車を避けて飛行していた。回避反応には種による違いがある。
ミズナギドリ類は風車から離れた場所を飛行したが、ウミネコは風車の近傍も飛行していた。ミ
ズナギドリは外洋性。風車のような障害物のそばに近づくのを嫌うのに対して、沿岸の人工物の
多い場所に生息しているウミネコは、それほど強く回避しないという生態の違いを示唆する。様々
な海鳥について洋上風車への反応情報を収集できれば、バードストライクが発生し易い種の検討
ができる可能性がある。

○： レ ーダ設置点 ob servation p oin t

ウミ ネコ b lack-tailed g ulls

●： 風車 w ind turb ine

ミ ズナギド リ 類 shearw aters
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Ap ril 2013

サギ類 eg lets
0
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w ind turb ine

June 2013

400 600m

Novem b er 2013

図-1-5 鳥の飛行経路 9)

（左）2013 年 8 月 28 日 5 時半から 9 時までに記録された鳥の飛行経路。円で囲んだ範囲がレー
ダの観測範囲。右）2013 年 2 月・4 月・6 月・11 月にレーダにより記録された鳥の飛翔軌跡。赤
は風車を避けるように方向を変えていた軌跡、青は風車のそばを、方向を変えずに通過した軌跡。
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着床式洋上風力発電の環境影響評価手法に関する基礎資料（第一版）10)
飛翔高度に着目すると、カモ類は S（水面）〜高度 L（0〜30m）
、ウミネコ等のカモメ類は区
小渡 S（水面）〜高度 M（30〜130m）
、オオミズナギドリ等のミズナギドリ類は高度 L（0〜30m）
での飛翔高度が多かった、としている。
表-1-3 鳥類の調査結果 10)

7

環境影響評価準備書
響灘ウインドエナジーリサーチパーク建設事業（響灘ウインドエナジーリサーチパーク合同会
社）環境影響評価準備書 11)によれば、響灘地区（福岡県北九州市若松区響町二丁目）に風力発電
所（出力：6,600kW、定格出力 3,300kW の風力発電機を 2 基設置）の設置・稼働を想定して
いる。これに伴い環境影響評価が行われ、希少猛禽類の生息状況を把握するため現地調査が実施
されている。飛翔高度について取りまとめたものを表-1-4 に示す。高度判定は目視により行われ
ており、その基準は表-1-5 に示すとおりである。対象種はチュウヒが相当し、その高度区分の大
半は L（風力発電機の設置位置の地上表区 30m 以下）となっていた。
表-1-4 高度区分別の確認状況 11)

注：11)より抜粋

表-1-5 目視による飛翔高度の定義

注：11)より抜粋
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塗装による視認性向上：紫外線（反射）塗装について
NWCC12)は、風力発電と鳥類、コウモリ類の相互作用（これまでの調査結果と重要な疑問）に
ついて整理している。この中で、UV（紫外線）については、タワーやブレードを紫外線塗料でコ
ーティングすることで、視認性を上げ、回避させやすくする、という仮説がある。しかしながら、
野外での調査 13)では UV コーティングしている風車とそうでない風車で、衝突率に差は認められ
なかった。これについてまた（風車の視認性を上げる）他の可能性のある手法について情報はほ
とんどない、と報告している。
一方、2013 年にノルウェーの国立研究所と民間風力発電事業者との共同研究（INTACT)にお
いて、UV に関する研究

14)が開始されている。それによれば、紫外線ライトで鳥類に警告を発す

る：塗装（風車のブレードや基礎を黒く塗る）の実験に加え、同様の試験が UV ライトで実施さ
れる。鳥類にとって、UV ライトは人よりも視認性が高いことから（UV ライト＝ブラックライト
は、
人の目にはほとんどみえない）
、
UV ライトを風車に複数設置し視認性を上げることを試みる。
この試験がうまくいけば、UV 反射塗料による試験を行うかも知れない、としている。ただし前
述の野外調査報告 13)についての言及はみあたらない。
塗装による視認性向上：ブレードや基礎部の塗装について（環境省）
海ワシ類における風力発電施設に係るバードストライク防止策検討委託業務

5)によれば、風車

ブレードの塗装（苫前町風力発電施設）と基礎部の塗装（瀬棚臨海風力発電所）による鳥類の視
認性向上の野外実験を実施している。最終的な実験結果はプロジェクトが終了する今年度末以降
にならないと判明しないが、このうち塗装パタン（模様・色）については、
「・・・三枚のブレー
ドのうち一枚の先端部分に黒色フィルムを添付することとした。色については、調査場所となる
北海道日本海側の冬季は積雪と曇天で特徴づけられることから、白色に対するコントラスト比の
最も高い黒色とした。後述するノルウェーでの海ワシ防止対策プロジェクト「INTACT」でも黒
色が採用されている。
・・・」と記載されている。
UV ライトと可視光ライトの組み合わせによる視認性向上について
前述した UV ライト（ブラックライト）の有効性が示されると、可視光ライトの組み合わせに
より、バードストライク回避と夜間の漁船等の衝突防止を兼用する可能性がみえてくる。たとえ
ば、DTBird のようなセンサを用いて、近づいたら点灯することにより注意を促すことが可能に
なる。なお、可視光ライトは、前線通過等の荒天条件下で、鳥類を誘引する可能性も指摘 15)され
ているので、運用には注意が必要である。
ミサゴの衝突リスクについて
福岡県の希少野生生物 16)によると「県内の海岸部のほぼ全域に周年生息し冬季は個体数が増え
る」
「海上などで高度 50〜100ｍくらいを旋回飛翔」
「北九州市白島の岩礁の最上部に皿型の巣を
造り，雛を育てた記録があるが，個体数は多いが繁殖地の報告は少ない」等と記載されている。
なお、北九州市響灘埋立地（響灘ビオトープ）では、平成 24 年 1 月にミサゴのための人口巣」
の設置作業を実施した 17)。
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サシバの衝突リスクについて
本種の風力発電への衝突に関する情報は少なく、サシバの国内における渡り経路に風車が建設
されたと仮定した場合の衝突リスクの推定に関する報告 18)だけであった。
風力発電とは異なるが、自然保護団体 WWF ジャパンは「2008 年 10 月 14 日にはのべ 838 羽
のサシバが確認され、うち 711 羽が新石垣空港の周辺を通過した」等から、
「新石垣空港の事業地
周辺でバードストライク（航空機と鳥の衝突）の可能性が高いことが判明した」19)としている。

図-1-6 新石垣空港建設予定地とサシバの飛行ルート（「17)より転載）
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チュウヒの衝突リスクについて
チュウヒ(Circus spilonotu)の IUCN RedList について検索 20)すると、2012-Least Concern、
2009-Least Concern、2008-Least Concern、2004-Least Concern となっており、評価はいずれ
も「least concern：軽度懸念」
（絶滅のおそれもなく、近い将来絶滅に瀕する見込みが低い種）と
され、
「この種は広大な生息範囲をもっているので、危急種（Vulnerable）の基準には達しない」
としている。
ハイイロチュウヒ（hen harrier）の風車による影響と回避率の推定に関する研究報告 21)によ
ると、ハイイロチュウヒの風車による影響としては「生息地損失 displacement」と「衝突 collisi
on」が考えられる。既存文献調査を実施しており、前者について影響があったとする論文は 8 件
中 1 件であった。衝突については、チュウヒの活動量 activity と衝突率は相関しない。回避率に
ついても、99％を使うのが現実的で、おそらくまれ accidental な事象としてしか発生しない、と
記載されている。同じ著者らによる耕作地における猛禽類と風力発電による影響評価に関する報
告 22)によれば、Harrier については Sensitivity to displacement が low もしくは low--medium
とされている。
飛翔高度
同じ著者らによるハイイロチュウヒの飛翔高度と衝突リスクモデル 23)の巻末に、飛翔高度の頻
度分布が掲載されており、その大半は 30ｍ以下である。

11

図-1-7 サイト別にみたハイイロチュウヒの飛翔高度（23)より転載）
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オオミズナギドリの衝突リスクについて
ミズナギドリ類（英名 Shearwater）の衝突リスクについては、British Trust for Ornitholog
y による報告

24)がある。そこには海鳥の洋上風車の回転域を通過する確率の一覧が示されており

（表-1-6）、マンクスミズナギドリ（Manx Shearwater）は、0.04％（飛翔高度 0.01〜10.1m）
で、衝突リスクを掲載する場合の回避率として、ミズナギドリ類は 99.9％が推奨されている（表
-1-7）
。
表-1-6 ブレード直径 130m、下限が海面 20m としたときの回転域を飛翔する確率

注：24)より転載
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表-1-7 マクリーン他（2009）から推定した回避率

ミズナギドリ類の大量死について
近縁種であるハシボソミズナギドリについては、しばしば大量死が報告されており、新聞記事
にもなる。たとえば、平成 22 年 6 月 5 日の新聞報道 25)には、ハシボソミズナギドリの大量死の
記事が掲載されており、
「渡り鳥死骸、700 羽漂着 県内海岸：日立市から鹿島市にかけての海岸
に、渡り鳥のハシボソミズナギドリの死骸が大量に打ち上げられていたことが、４日までに分か
った。主なところでは大洗海岸で約 600 羽、鉾田市内でも約 100 が確認された。鳥インフルエン
ザの検査は陰性だった。県環境政策課によると、先月 24 日、各市役所・役場などに住民から『
「鳥
の死骸が海岸に打ち上げられている』との連絡が相次いだ。死骸は宮城、福島、神奈川県の３県
でも確認されている。ハシボソミズナギドリは体長約 35 センチで、オーストラリア・タスマニア
島で繁殖し、北太平洋北部に生息。日本近海は春から夏にかけて通過する。オキアミなどが餌だ。
同課は『衰弱し胸筋が弱っていた。悪天候が影響し、餌が取れなかったのではないか』
」としてい
る。過去には、東海道沖合におけるハシボソミズナギドリの大量死についての報告 26)や宮崎県の
ハシボソミズナギドリの大量死の報告 27)がある。これらを総括した報告 28)によれば「大量なスト
ランディングは、その年生まれの巣立ち雛が、飢餓で衰弱し、最終的に海岸に吹き寄せられて起
こる」とし、その原因として、その時期の気象現象により「総飛行距離は 2 割長く、渡り日数も
増え、大量の巣立ち雛をエネルギー不足に陥らせた」ことによるもので「日本沿岸での大量漂着
は病気や環境問題によるものではなく、自然現象」だと結論している。
ハチクマの衝突リスクについて
「NEDO 次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究 計画段階環境配慮書」2)によれば「ハ
チクマの渡り飛翔ルートについては、秋季、春季ともに九州北部を横断するルートが確認されて」
おり「人工衛星を利用した遠隔追跡により得られたハチクマの広域的な渡りルートについての研
究 29)によると、秋季、春季ともに、青森県からマレー諸島までの渡り経路において、九州北部を
通過することが確認されている」としている。
このほかハチクマの衛星追跡結果が HP で公開 30)されている。
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図-1-8 衛星追跡によるハチクマの（左）春の渡りと（右）秋の渡り（30)より転載 l）

図-1-9 衛星追跡によるハチクマの春の渡り記録（29)より転載）
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コアジサシの衝突リスクについて
コアジサシは環境省カテゴリーの絶滅危惧 II 類であり、福岡県によれば、
「夏鳥として渡来し，
河川敷や海浜の砂地，埋立地等で集団繁殖する・・・
（略、分布情報として）北九州市響灘埋立地，
苅田町新北九州空港，福岡市博多湾東部，筑後川中流（朝倉市）
，大牟田市三池島」16)としている。
また、北九州市響灘埋立地（響灘ビオトープ）ではコアジサシを呼び戻すための試みとして、コ
アジサシの営巣環境づくりを行なっている 31)。
近縁種のアジサシ（Common Term）について、ベルギーのゼーブルッヘ（Zeebrugge）におけ
る風力発電施設での衝突リスクに関する調査報告 21)がある。これによれば、アジサシの衝突リス
クに関する性差の調査を実施した。2005〜2007 年に死骸調査を実施し、64 個体の死骸を収集し、
このうちの 64％がオスであった。
またアジサシ類（アジサシ亜科）の繁殖コロニーに隣接する風力発電施設による衝突リスクを
調査報告がある 32)。要点は以下の 4 つである。


2004 年、2005 年の繁殖期に、それぞれ 168 個体と 161 個体の衝突が発生した。このうちの
75％は繁殖地に隣接する 4 基の風車に集中していた。



風況（wind）によるブレードの向きが、アジサシ類の飛翔経路に直行する場合、衝突リスク
が極めて高くなった。



繁殖個体群において、風車への衝突による死亡の増加率は種によって異なり、アジサシで 3.0
〜4.4％、コアジサシで 1.8〜.7％、サンドイッチアジサシで 0.6〜0.7％であった。



風車タービンがアジサシ類の飛翔・繁殖行動を攪乱させるようなことは確認されなかった。

コウモリの衝突リスクと渡り（移動）について
響灘では、委託業務の調査でヒナコウモリ科が確認されている。また、有識者ヒアリングによ
れば、内陸の方ではコキクガシラコウモリやキクガシラコウモリが確認されている。
このうちヒナコウモリ科のヒメヒナコウモリ（Vespertilio murinus)は、ヒナコウモリ科の中型
のコウモリである。Wikipedia33)によれば「西ヨーロッパでは、オスは約 250 匹の群れを作り、
春から初夏にかけてしか見られない。渡りを行い、900km 以上移動することが知られている。最
も遠い渡りは、1989 年に 1440km が確認されている」としている。
なお本種は国内でも生息が確認されており、環境省レッドリスト 34)は情報不足（DD）で、分
布は北海道と青森県とされている。なお、近縁のヒナコウモリ（Vespertilio sinensis、環境省レ
ッドリストではランク外）は、北海道から九州まで広域に分布する。
国内でコウモリの渡りの可能性に言及したのは、根室市学芸員の近藤憲久氏で、
「標津に生息し
ているコウモリが羅臼までの４０キロ余り（過去最長）を移動していることが平成 23 年に確認さ
れ、国後島と羅臼を行き来している可能性がでてきた」と紹介 35)している。
環境省の「平成 26 年度海ワシ類における風力発電施設に係るバードストライク防止策検討委託
業務報告書」に、
『風力エネルギーと野生生物への影響に関する国際会議』で、コウモリの衝突リ
16

スクに関する報告 5)がある。その抄訳を以下に示すが、
「衝突リスクを低減するために、カットイ
ン風速（風車が動き出す風速）を上げる」ものが主である。
●Bat-friendly

operation of wind turbines the current status ofknowledge and planning

procedures in Germany（コウモリ類に優しい風車の稼働−ドイツにおける現状と計画手続き）
コウモリに優しい風車稼働のアルゴリズムは、現在、ドイツにおいて衝突を抑制する汎用的な
手法となっている。衝突がハイリスクとなる時間帯に風車の回転を停止し、衝突を回避するもの
だ。風車の回転を停止する時間は、通常ひとつもしくは複数のパラメタ（たとえば風速、月、季
節、夜の時刻、気温、降水など）による関数である。
●Operational mitigation reduces bat fatalities at the Sheffield wind facility, Vermont
（バーモント州シェーフィールドウィンドファームにおけるコウモリ類の死亡率を低減させる運
転緩和措置）
北アメリカのエネルギー設備において風車はコウモリの死亡に貢献してしまう。ある場所−北
東部の森林地帯−で、その死亡率は極めて高い。今回の研究は、運転による緩和措置であり、そ
れは風車のカットイン速度を上げて、コウモリ類の死亡を減らすことであり、用いるのは風速だ
けである。コウモリ類の行動は、気温、風速そして一日の時間帯等で大きく変動する。我々の目
的は、コウモリ類の死亡を効果的に減少させるため、活動の活発な条件（気温と風速）を運転緩
和計画に結びつけるものである。
●X-band radar as a tool for evaluating the behaviour and movement of bats for wind-power
development（風力発電におけるコウモリ類の挙動を推定するツールとしての X バンドレーダ）
（抄訳）
X バンドレーダを、縦回し／水平回しすることで、これらの可能性を検討した。車載可能な X
バンドレーダで調査を実施した。垂直スキャンでは、ユーラシアヤマコウモリの巣に接近して、
飛翔高度を調査した。だいたいの高度は 100m 程度であったが、なかには 800m で観察された個体
もあった。夜間空間で飛翔する個体群から、採餌をおこなう行動も識別できた。現在の垂直スキ
ャンは、小型から中型サイズのコウモリ類を識別し、樹木などのクラッタノイズに接近して飛翔
するコウモリ類を識別する可能性を持つ。X バンドレーダは、ウィンドファームでのコウモリ類
の調査において非常にパワフルなツールとなることが明らかになってきた。とりわけ、土地開発
に伴うコウモリ類の飛翔行動パタンを BACI の統計処理で対応できる。
海域を飛翔するコウモリと洋上風車の衝突リスクの調査報告 36)がある。これによれば、直接目
視観察と自動録音を用い、海上でのコウモリの渡り（移動）と採餌を調査した。18 種で構成され
る群集のうち、11 種について、沿岸から 18 キロ沖合までの飛翔を記録した。海上を渡る（移動）
するコウモリは全てソナー（反響定位）を用いており、陸域を移動する場合に用いるものと比較
すると僅かに周波数（frequencies）は低く、そのパルス間隔は長かった。渡り（移動）の高度は、
海面より 10m 未満の高度がほとんどであった。コウモリは長距離移動のため（通常とは異なる）
17

センサーシステムを用いると思われるが、周囲を定位するため海面からの（反射）エコーを用い
るようだ。コウモリの移動と滞在（resident）についてみると、いずれの行動も海面の甲殻類
（crustacean）と空中の昆虫類が豊富な空域の海上で採餌をしていたことが確認された。灯台や
風車のような垂直構造物の近辺で昆虫類を補食する場合、たとえば風車ブレード周辺で捕食する
ような場合、コウモリは急激に高度を変化させる。この発見は、コウモリが洋上風力発電によっ
てどのように死亡率が増加するかを示唆するものである、としている。
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２

魚類（漁業への配慮を含む）、海棲哺乳類、海洋植物などへの配慮

【検討結果】
ａ．風車の魚礁効果の有無、工法による差の有無についての文献調査、科学的な実証モデル事業
案の作成について


Horns Rev では、施設設置後に支持構造（モノパイル）と洗掘防止のための捨石等に付着生物、
カニ類等のベントスの種類と生物量が増加していると報告されている。また、風力発電所内
でイカナゴの密度が 2002 年から 2004 年までで約 300％増加し、同時期に風力発電所外の対
照エリアでは 20％減少したことから、魚集効果があることが示されている。1）



モノパイルやジャケット、重力式の支持物に何を加えるかが大切になる。底面底部分の幅広
いことやジャケット方式であれば補助部材の間隔を狭めること、重力式であれば強度を保持
しなければならないが、コンクリートの表面に凹凸や巣穴を設けること等の工夫で魚礁効果
になる。2）

ｂ．風車からの離隔距離ごとの魚類の螺集状況と水中騒音との関係、また、それに伴う BS 関連
付け文献調査、実証モデルの検討について
・ 洋上風力発電機の稼動中の野生生物に影響する理論的な要因の概略図と影響半径が示されて
いる。風車から 5m 圏内ではムラサキイガイやカニ、ロブスター、底生魚類が餌資源の増加
に伴う正の影響が、20m 圏内では高密度の濾過有機体（カラスガイ）によるプランクトンの
減少により海底の濾過体の発達に負の影響を与える。また、40m 圏内ではタービンと結びつ
いた有機体により海底を豊富に
し、沈積物食の有機体存在量を増
やし、次にこれらの捕食者に利益
を与える、100m 圏内にはタービ
ンに結びついた魚とカニによる
捕食、400m 圏内には人工礁（タ
ービンと洗掘防止）は遠洋魚種の
存在を増加させ、カレイ類を礁に
誘引する、600m 圏内には潜水す
る海鳥はタービンを避ける。3）
凡例：緑色と赤色の同心円は、それぞれ種の存在量に対
する正と負の影響を示す。



イカナゴの密度には相当の増加が見られ、2004 年の操業中には発電所内で 300％増加し、比
較すると対照区ではわずか 20％であった。増加は主に幼魚のイカナゴによるもので主要な 2
つの理由は、捕食による死亡率の減少と、沈殿物構造の変化（建設中に細かい粒子が取り除
かれたため、中間サイズの粒子が増加）であった。これに加え、建設後に 8 つの新しい種が
風力発電所内で見つかった。これらの数字は North Hoyle and Blyth のようなサイトの周辺で
発見された健全で多様な群集と同様に、電磁界と騒音についての最初の懸念が大きな問題で
はないことを示唆する(Linley et al, 2007)。アドリア海での調査でも、洋上風力発電とクロマ
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グロの有益なつながりが明らかになった。クロマグロはタービン周辺に集まる傾向があり、
発電所が集魚装置(FADs)の役割をすることがわかった。タービン周辺エリアでは、開放海域
より 10〜100 倍の捕獲率を示した(Fayram and de Risi, in press)。この理由の 1 つは、漁業が電
気ケーブルの危険のために発電所周辺で制限されるために、発電所が魚を蓄える役割を果た
すことにある。海洋保護区が過去に何度も用いられ、沿岸漁業の管理と保護のツールとして
強く提唱されている(Garcia-Charton and Perez-Ruzafa, 1999)。Horns Rev 風力発電所周辺の商業
漁業の調査では、区域境界のまわりに網をセットした時、漁業に否定的影響はなかった。1）


洋上風力領域内での甲殻類の養殖は、いくつかのサイトで多数の採餌する鳥類を潜在的に引
きつけ、衝突を増加させるかもしれない。この点は環境影響評価の過程で特定のサイトにお
いて考慮されるだろう。4）



国内では、銚子沖洋上風力発電実証研究において、当該地域の水産有用魚種であるカタクチ
イワシに関する洋上風車由来の水中騒音による影響予測及び事後調査結果による検証が行わ
れている。開発区（実証機付近の水深 10m 帯）において、供用時の水中騒音による影響を受
けている可能性は小さいと考えられるため、予測・評価結果は概ね妥当であると考えられた。
5）



北九州市沖洋上風力発電実証研究において、
「水中音の魚類に及ぼす影響」より、水中の音圧
レベルと魚類の反応により、水中騒音による影響を評価している。5）一方で、魚類について
は音よりも餌の確保を優先し、慣れが生じる可能性も考えられることから、風車の音による
蝟集や逃避については現状知見が乏しい。

水中の音圧レベルと魚類の反応
段階
感覚閾値

摘要
魚にようやく聞こえる最小知覚レベル

誘致レベル

魚にとって快適な音の強さ
興味のある音であれば音源方向に寄ってくる
魚が驚いて深みに潜るか、音源から遠ざかる反応
を示す
魚の内臓やうきぶくろの破裂

威嚇レベル

損傷レベル
(致死レベル)
出典：（社）日本水産資源保護協会 水中音の魚類に及ぼす影響

音圧レベル
60〜 80dB(特に感度の良い魚)
90〜110dB(一般的な海産魚)
110〜130dB
140〜160dB
220dB 以上(水中穿孔発破の場合)

平成 9 年 10 月

P16-17 より作成

ｃ．藻場用ブロック設置による海生植物繁茂効果とそれによる魚礁効果の文献調査、実証モデル
の検討について


海底に設置される人工構造は、多くの海洋有機体を引きつける。これらの「人工礁」は漁場
の強化、生息地の回復、沿岸保護、エコツーリストの誘引のためによく使われる(Clark &
Edwards 1999; Jensen 2002)。人工礁として機能しない海底に据えつけられる他の人為的な構造
物（オイルプラットフォームや橋脚)も、海洋有機体を引き付けることが報告されており(Rilov
& Benayahu 1999;Love, Caselle, & Snook 1999;Helvey 2002)、第二の人工礁と呼ばれてきた。新
しい構造の存在により、新しい生息地が効果的に多くの上部の生物相 epibiota と魚を支える
ことができるようになり、周辺の軟質の海底エリアと比較すると（局所的な自然礁と比べて
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も）
、密度と生物量の両方が増加することが一貫して示された。6）


鉄鋼スラッグを使用した藻場造成設置後 1 年で海藻や付着生物が周辺天然藻場に近づいた。
魚類は天然藻場と同様の出現密度となり、造成による効果はある。7）

ｄ．低騒音工法の文献調査、実証モデルの検討について


風車や橋桁の杭打ちを行うとき最初は緩いスピードで 30 分打ち、魚を周辺海域から逃がす。
魚を逃がしてから強く打つソフトスタートを取り入れる。
（有識者ヒアリング）



振動ハンマや油圧ハンマの使用、エアバブルカーテンによる方法、それらの組み合わせによ
るハード面の水中騒音低減対策、工事を魚類や海棲哺乳類の産卵期、生育期、回遊期等を避
けた時期に設定する。2）

実施可能なモデル事業案
設置エリアから周辺エリアへの鳥類誘導
鳥類の衝突の回避・低減を考慮し、風車設置エリア内を鳥類が餌場として利用しないよう、
鳥類の止まり木となるような塔や餌資源が蝟集するような魚礁ブロック等を周辺エリアへ
設置することで、周辺エリアへの誘導を試みる。

周辺エリア
設置エリア

風車のゾーンの中に入らないように、外で餌を取りやすい環境を作るイメージ。
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