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はじめに 

 

発電所を立地し、エネルギー利用の高度化を図るためには、発電所周辺の環境保全に万全を期すこ

とが重要である。周辺環境への影響が大きいと考えられる発電設備の新設や変更の工事を行う場合等

において、事業者は環境影響評価法及び電気事業法に基づき、予め当該事業による環境への影響に

ついて調査、予測及び評価を実施し、経済産業大臣の審査を受ける必要がある。 

平成 9 年 6 月に公布された環境影響評価法では、影響評価の項目に動物、植物に加えて「地域

を特徴づける生態系」が新たに追加された。生態系は多くの動物、植物、およびそれらを取り巻く環境と

の相互作用から成るシステムであるが、全ての構成要素を取り上げて対象事業の影響を評価することは

現実的ではないため、上位性、典型性、特殊性の観点から注目すべき種及び群集を選定し、それらに

対する影響を把握することによって生態系への影響評価を行うことが環境影響評価法の基本的事項に

よって定められている。注目すべき種及び群集を対象にした影響評価は、道路、ダム、飛行場、発電所

等多くの事業において実績が積み重ねられ、今日に至っている。 

平成 24 年 10 月には、環境影響評価法施行令の改正により、新たに風力発電所が対象事業に

追加され、今日までに約５年が経過した。風力発電所の影響評価では、これまでの事業とは異なる風

車の稼働に伴う影響を評価することが必要とされており、環境影響評価の対象となる他発電所と比べて

知見や実績が十分に備わっていない。特に、「地域を特徴づける生態系」については、事業の実施による

生態系への影響を定量的に把握するための考え方、事業特性、地域特性を勘案した適切な手法の選

定に対する考え方が十分に整理されてこなかったため、審査過程で多数の指摘事項が発生している状

況にある。 

そこで、改正環境影響評価法施行から５年を経過したことを受け、風力発電の生態系への影響評

価の基本的な考え方を整理することを目的に「陸上風力発電事業による生態系への環境影響評価の

手法と課題に関する委員会」を設置し、影響評価の課題の抽出を行い改善策について検討した。具体

的には、注目種の選定や予測地域の設定、予測の手順や方法、影響の程度に関する考え方につい

て、これまでの事例や既存文献の収集・整理を行い、抽出した課題に対する改善策を検討した上で、陸

上風力発電所の生態系の調査、予測及び評価手法の考え方をとりまとめることとした。環境保全措置

など、十分な検討が及ばなかった事項については、引き続き事例の整理と課題の抽出が必要である。 

本書で紹介した考え方は、ここ数年に計画された主として山地の尾根部の陸上風力発電事業に対

する、審査過程で発生した指摘事項をもとに整理したものである。地域特性に応じて生態系は大きく異

なるため、個別に示された考え方の一例を、そのまま適用すると適切ではない場合もある。実際の環境

影響評価手続きの場面では、個々の事業の特性や地域の特性に応じて、事業者が最適な手法を選

択すべきであることは付記しておきたい。 

本報告で整理した、陸上風力発電事業における「地域を特徴づける生態系」に対する影響評価の

考え方が、実務を担う方々の参考となり、環境影響評価の審査手続きの効率化に貢献できれば幸いで

ある。 
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【委員会における検討の前提】 
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た、特殊性については、これまでの事例が少ないことから、ここでは取り扱いませんでした。 
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本書の記載概要 

目次 記載概要 

1.風力発電事業の事

業特性に応じた生態

系への影響事例の収

集、整理 

①「空中」で動く構造物 → 「空中」を改変される生息場所として認識する。 

②最新の国内外の影響事例の収集、整理 

③事業特性、地域特性、影響事例に基づく影響要因、対象の検討 

2.予測地域の設定 ①最新の国内外の影響事例に基づく影響要因・対象毎の影響範囲の整理 

②直接の影響範囲とその波及効果も想定した予測地域（調査地域）の設

定 

3.環境類型区分と地

域を特徴づける注目

種の選定 

①影響範囲内に成立している生物群集と成立要因の想定 

②想定した生物群集を包含する環境類型区分の想定と現地調査 

③現地調査結果による環境類型区分の妥当性の検証 

④各環境類型区分内の生物群集の種間関係、影響要因と影響の伝搬過程

の想定 

⑤環境類型区分毎に生態系への影響を指標することが可能な注目種等の検

討 

4.予測の手順と方法論 ①事業特性、地域特性、影響事例に基づく注目種等への影響の具体的な予

測項目の検討と整理 

②予測項目毎の予測手順の検討 

③予測の実施 

④調査技術、エビデンスの集積状況等に起因する予測の不確実性の明示 

⑤生息適地解析におけるデータの量、質を踏まえた適切な手法の選定、モデ

ルの検証の必要性 

⑥生物間相互作用による波及効果の予測 

5.環境保全措置 ①優先される環境保全措置の実施の検討（回避→低減→代償） 

6.影響程度に関する考

え方 

①影響程度に関する国内事例の少なさ 

②事後調査結果による影響程度の把握 

7.事後調査を念頭に入

れた現地調査 

①事後調査を念頭に入れた現地調査の計画立案 
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1. 風力発電事業の事業特性に応じた生態系への影響事例の収集、整理 

1.1 風力発電事業における生物のハビタットに対する新たな認識 

【ポイント】 

①近年、海外の保全生物学者等からは、これまでに生物のハビタットとして取り扱ってこなかった「空中」を、

様々な生物、特に動物のハビタットとして認識し、各種生物等への影響を検討すべきであるという指摘が

なされています。 

②環境影響評価の新しい対象事業のひとつである風力発電事業は、「空中」で構造物が動く（風車が回

っている）という、これまでの対象事業にはない事業特性を持っています。 

③風力発電事業は「空中」というハビタットを改変することにより、様々な影響を生態系に及ぼすことになりま

す。 

【解説】 

・これまでに大気圏（aerosphere）は生物のハビタットとしての認識は薄い状況にありましたが、近年

発展してきた Aeroecology により、大気圏は地球上の多くの生物の重要なハビタット(Aerial 

habitat)であり、このハビタットが人間活動による物理的な分断や気候変動に伴い根本的に変えられ

ていることが広く認識されてきています（Diehl2013,Diehl ら 2017,Chilson et al.2017）。 

・例えば、脊椎動物の種の 28%が空中を利用しており、昆虫類、クモ類、植物等を加えるとこの割合

は更に高くなると指摘されています（Davy ら 2017)。 

・大気圏は対流圏、成層圏、中間圏、熱圏、外気圏に大きく区分されますが、空中に出現するほとん

どの生物は、地上高およそ 13km までの対流圏を利用していると考えられます（図 1.1.1）。 

・風力発電事業による影響はこの対流圏のごく下層に限られるものの（図 1.1.2 参照）、「空中」と

いう多くの生物のハビタットを改変することで、様々な影響を生態系に及ぼすことになります。(図 

1.1.3 参照)。 

 

右図の点線が対流圏の上限を表す。 

Basoaerial：地上から 1km、Stratosphere:成層圏（Davy ら 2017） 

図 1.1.1 大気圏を利用する生物（イメージ） 
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（Shamoun‑Baranes ら 2017) 

図 1.1.2 鳥類による空間利用のイメージ 



3 

 

 

図 1.1.3 風力発電事業に特有な「空中」での影響のイメージ 
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1.2 風力発電事業の事業特性による生態系に対する影響 

【ポイント】 

①風力発電事業の実施による生態系に対する影響について、十分に整理されていないのが現状です。 

②事業特性、地域特性等と最新の国内外のエビデンスを蓄積するとともに、事前の調査と比較した事後

調査結果を広く公表すること等によって、環境影響評価の重点化や簡略化が進むことが期待されます。 

【解説】 

・環境影響評価の対象事業のひとつである風力発電事業では、事業実施による生態系に対する影響

についてはよく分かっていないのが現状です。 

・このため、事業特性、地域特性、対象となる生態系の特性等のほか、国内外の新しいエビデンスに注

意を払い、最新の情報を蓄積していくことによって、工事や人工構造物等による生息場所の消失や風

車への飛翔生物の衝突だけでなく、これら以外の予測評価すべき影響内容やその予測方法等につい

て検討することができるようになります。 

・更に、各事業者で適切な事前事後の調査を実施し、調査結果を公表し、エビデンスを集積することに

よって、環境影響評価の重点化・簡略化が進むことが期待されます。 

 

【事例 1-1 エビデンスに基づく影響要因、影響過程の検討の例】 

・エビデンスの収集・整理は以下のように実施しました。 

・事例の収集整理に当たっては、海外事例を整理した以下の２文献内において収集整理している国外文献とその概

要を整理した。 

①「風力発電等導入支援事業／環境アセスメント調査早期実施実証事業／環境アセスメント迅速化研究開発

事業 既設風力発電施設等における環境影響実態把握Ⅰ報告書」（平成 30 年 2 月国立研究開発法人 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO と略記）） 

②風力発電事業におけるコウモリ類への配慮のためのガイドライン 2014 年版 EUROBATS 刊行シリーズ第６号

(2015 年発行 L. Rodrigues・L. Bach・M.-J. Dubourg-Savage・B. Karapandža D. Kovač・T. 

Kervyn・J. Dekker・A. Keppel・P. Bach・J. Collins C. Harbusch・K. Park・B. Micevski・J. 

Minderman 著) 

・次に、NEDO で整理している文献は近年の文献が少なかったことから、2017 年以降の文献を主に収集することにし

た（ただし、風力発電事業による影響に関する総論についてはこの限りではない）。 

また、影響が想定されるが、これまでに影響事例がほとんど知られていないと考えられる次の①~⑤について意識して

検索を行った。①コウモリ類を除く哺乳類（地下生活を送る食虫類にも留意）、②微気候変化に伴う植生変化、③

昆虫類、④生態系変化、⑤種組成変化 

・更に、風力発電事業特有の影響として衝突以外に注目すべきものとして、場の「忌避」（Displacement）や回避

（Avoidance）に関する文献を収集するように努めた。 

・収集整理したエビデンスに基づく現在の知見から（表 1.2.1、表 1.2.2）、風力発電事業による生

態系への影響要因と影響過程を図 1.2.1 のインパクト・レスポンス・フローに整理しました。 

・これまで経済産業省環境審査顧問会風力部会では、予測において生態系への影響の観点が不足

していることが指摘されてきました（図 1.2.1）。 

・個々の事業において事業特性、地域特性、対象となる生態系の特性等と最新のエビデンスを検討す

ることによって、検討すべき影響要因・影響過程の事項は変わります。 
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表 1.2.1 工事の実施におけるインパクト＆レスポンス例 

 
＊①～⑤は図 1.2.1（1）内の番号を示す。 

 現在、実施されている風力発電事業の環境影響評価における「動物、植物」と「生態系」における予測の区分とは異なることに留意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時点 影響区分 No. 影響箇所 区分 レスポンス エビデンス

上位性

典型性

上位性

典型性

上位性

典型性

上位性

典型性

上位性

典型性

上位性

典型性

インパクト

直接影響
間接影響

工事の実施

直接影響

① ・改変部における生息環境の消失 生息環境の改変

③
・建設機械の稼働による騒音・振
動

生息環境付近の騒音・振動

間接影響 ⑤
・改変部付近の環境変化による生
息環境の変化

・工事箇所周辺 ・採食量の減少→個体数・繁殖密度の低下
G1,G2,G3
35,41,93

④ ・河川域・海域への濁水の流入

工事による濁水の発生

・工事箇所周辺
・潜在的な場を含む餌場、繁殖地等の減少
→個体数、繁殖密度の低下

G1,G2,G3

② ・工事箇所への人・車両の出入り
生息環境の撹乱、工事車両等に
よる視覚的刺激

・工事箇所周辺
・餌場、繁殖地等の放棄→採食量の減少→
個体数・繁殖密度の低下

・工事箇所周辺
・濁水による生息環境の変化→餌生物の生
息数の減少

G1,G2,G3河川域・海水域への濁水の流入 ・工事箇所下流域
・濁水による生息環境の変化→餌生物の生
息数の減少

生息環境の変化 ・工事箇所周辺
・周縁効果による餌場、繁殖地等の環境の
変化→個体数・繁殖密度の低下
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表 1.2.2 土地又は工作物の存在及び供用時におけるインパクト＆レスポンス 

 
＊⑥～⑰は図 1.2.1（2）内の番号を示す。 

      現在、実施されている風力発電事業の環境影響評価における「動物、植物」と「生態系」における予測の区分とは異なることに留意。

影響区分 No. インパクト 影響箇所 区分 レスポンス エビデンス

上位性 ・風車周辺の忌避による餌生物等の個体数の減少
1,21,22,23,24,26,
27,29,25

典型性 ・風車周辺の忌避生物等の個体数の減少
1,28,22,25,37,39,
44

上位性 ・移動の阻害→個体数の減少

典型性 ・林縁等の増加による利用環境の変化

上位性 28,30,31,22,25

典型性 39

・風車周辺の回避→個体数、繁殖率の低下 28,22,65,78,94

・猛禽類の衝突 7,8,47,49,55

・風車周辺の回避→個体数、繁殖率の低下 42,50,65,78,85

・鳥類・コウモリの衝突、注目種の衝突 67,86,87

上位性

典型性

・日常的な移動の阻害に対する回避（狩り場等） 10,11,44,96

　→利用個体数の変化、繁殖率の低下

・渡り経路の阻害に対する回避 3,4,9,40,42,46,

　→利用個体数の変化、個体の消耗・死亡 42,54,67

上位性 ・風車周辺の忌避

典型性 　→個体数の減少、テリトリーの放棄

上位性 ・昆虫類の誘引→鳥類・コウモリ類の衝突 70

典型性 ・死骸による腐食性動物の誘引→鳥類等の衝突 5,57～61,64

上位性

典型性

上位性 ・風車周辺の回避→個体数、繁殖率の低下 84,88

典型性 ・餌動物へのストレス発生→繁殖率の低下 117

上位性

典型性

直接影響 上位性

間接影響 典型性

時点

土地又は工
作物の存在
及び供用

直接影響

⑥ 風車周辺の忌避

⑦ 管理用道路の存在

直接影響

工作物の
存在

⑰ 微気候の変化

G1,G2,G3

間接影響 ⑧
工作物周辺における開放空
間の存在

・風車、管理用道
路

・新たな空間の出現や周縁効果に伴う生物の増加と低下

・管理用道路

上位性

典型性

⑩ 稼働風車の回避 ・風車周辺
47,50,55,65,78,85
107,109

⑪ 移動の阻害（回避） ・風車周辺

⑫ ・風車周辺 33,45,47,85,97

上位性
典型性

⑭
管理による人・車両の出入
り

・風車周辺

・風車周辺の回避→個体数、繁殖率の低下

ハビタット（空中・地上）
の阻害（忌避）

・風車周辺
・管理用道路

・微気候の変化による植物の成長阻害（直接影響）→
当該植物に依存する動物への影響（間接影響）

79,82,98

風車の
供用

（稼動）

・風車周辺の回避→個体数、繁殖率の低下 117

⑮ 騒音・振動の発生 ・風車周辺

⑯ 管理用道路の供用 ・管理用道路周辺 ・ロードキルの発生 G1,G2,G3

⑬ 照明設備の存在

・風車周辺

⑨ ブレードの回転 ・風車周辺

・風車周辺
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 注：現在、実施されている風力発電事業の環境影響評価における「動物、植物」と「生態系」における予測の区分とは異なることに留意。 

 

図 1.2.1 (1) 工事実施時におけるインパクト・レスポンス・フロー例 

 

 

 

 

 

 

 

 

生態系（上位性・典型性）
環境影響評価の選定項目

○ 工事の実施

現在実施されている予測

風力部会等での指摘

工事箇所への人・車両の出入り

工事の実施

繁殖地等の減少餌場（狩り場）の改変

繁殖地の減少によ
る繁殖阻害

餌場の減少によ
る繁殖阻害

繁殖地付近の人の出入り餌場付近の人の出入り

餌場の変更
による採食減少

建設機械の稼働による騒音・振動

繁殖地付近の騒音・振動餌場付近の騒音・振動

餌場の変更
による採食減少

工事による濁水の発生

沢などに生息する生物の

生息環境の変化

餌生物の生息数の減少

生態系（上位性・典型性）への影響

造成等の施工による
一時的な影響

河川域・海域への
濁水の流入

沢などに生息する生物の

生息環境の変化

餌生物の生息数の減少

餌場の
増加

個体数・繁殖密度の低下

直接影響 間接影響

改変部付近の環境変化に
よる生息環境の変化

繁殖地の忌避に
よる繁殖阻害

個体数・繁殖密度の低下
個体数・繁殖密度の低下 個体数・繁殖密度の低下

周辺効果による餌場、繁
殖地等の環境の変化

改変部における生息環境の消失
（生息環境の改変）

①

② ③
④

⑤

繁殖中止
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 注：現在、実施されている風力発電事業の環境影響評価における「動物、植物」と「生態系」における予測の区分とは異なることに留意。 

図 1.2.1(2) 存在・供用時におけるインパクト・レスポンス・フロー例 

 

 

  

生態系（上位性・典型性）
環境影響評価の選定項目

○ 地形改変及び施設の存在
○ 施設の稼働

施設の稼働により影響を受ける生物群集（風車周辺及び上空を利用する生物群集）を想定

現在実施されている予測 主に空中で起こる事象

風力部会等での指摘 空中及び地上で起こる事象

風車下の開放空
間の存在

土地又は工作物の存在、供用

工作物等の存在

生態系（上位性・典型性）への影響 （個体群の変化・群集構造の変化など）

風車の供用（稼働）

ハビタット（空中・地上）
利用の阻害⑯

風車付近の
利用低減

行動範囲
の変化

衝突回避の為の照
明設備の存在

回避

移動の阻害

コウモリ類
の誘引

昆虫類
の誘引

鳥類
の誘引

日常的な移動の阻害に
対する回避

・移動経路の変化
・場の利用の変化
・エネルギーロス
⇒個体の消耗・死亡

渡り経路の阻害に
対する回避

・中継地・越冬地・繁
殖地の利用個体数
の変化

・エネルギーロス
⇒個体の消耗・死亡

風車周辺の忌避
・旋回上昇の場
・狩り場（餌場）
・繁殖行動（縄張り誇示
行動、ディスプレイ等）
・テリトリーの放棄

管理用道路
の存在

利用環境の変化 風車周辺の回避

（ミクロ回避）

人の出入り

採食量
減少

風車周辺での
餌場の回避

風車周辺での
ディスプレイ
等の回避

繁殖率の
低下

飛翔個体の衝突

騒音・振動の発生

餌生物の個体数

の変化

餌生物の利用

環境の変化

個体数・つがい数
の減少

微気候の変化

植生の成長阻害

死骸による腐食性動物

の風車下への誘引

鳥類・コウモリ類の衝突

⑥

⑦⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
⑭ ⑮⑯

⑰

（餌生物の）個体数の変化
（哺乳類・両生類・爬虫類の

ブレードの回転

タワーへの衝突
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1.3 風力発電事業の生態系への環境影響評価項目の設定について 

【ポイント】 

①国外では、これまでに蓄積されたエビデンスから、風力発電事業において取り上げるべき影響が整理され

てきています。 

②国内のエビデンスが集積されるまでの間は、国内外のエビデンスの集積状況等から環境影響評価の中で

予測すべき事項を検討する必要があります。 

【解説】 

・これまでの風力発電事業の環境影響評価では、生態系への影響予測は主に工事の実施や人工構

造物による生息環境の消滅に限られていました。 

・こうした状況に対して、経済産業省環境審査顧問会風力部会等からは、風車周辺の忌避

（displacement）1)や主に鳥類による風車の回避（avoidance）2)等についても影響予測を行

うように指摘がでています。 

※1)肩番号は巻末に用語説明を入れました（以下、同様）。 

・こうした指摘は、国外の蓄積されたエビデンスによって、様々な動物による風車周辺の忌避や主に鳥

類による風車の回避が生じていることが整理されてきていることによっています。 

・最近では、食物連鎖等を通じて種間の間に影響が伝搬する栄養カスケード 3)も報告されるようになっ

ています（図 4.5.3、コラム３も参照）。 

・以上のように、国内のエビデンスが集積されるまでの間は、不確実性が高いものの、国内外におけるエ

ビデンスの集積状況と事業特性、地域特性を勘案して、個々の事業毎に風力発電事業による生態

系への影響予測すべき事項を検討することが必要と考えます。 

・表 1.3.1~1.3.3 のように、種によって風車に対して様々な反応を示すことから、個々の事業毎に想

定される影響も異なると考えられます。 

・国外において風力発電事業による影響としてよく取り扱われている事例のいくつかを以下に紹介しまし

た。 

 

【事例 1-2 国外の風力発電事業において取り上げられている影響の例】 

◆風車あるいは風車群の回避 

・空中での回避行動を回避する空間スケールから以下の３区分が考えられています（Skov et al. 

2018）。 

①ウィンドファーム外周から 3km 内に回避する場合 → マクロ回避（図 1.3.1 の a） 

②回転翼外周（RSZ）から 10m のバッファー内を回避 → メソ回避（図 1.3.1 の b） 

③風車回転翼を回避する場合 → ミクロ回避（図 1.3.1 の c） 

・マクロ回避では、これまでとはかなり異なる地域をルートとして利用することに伴う影響が想定されます。

マクロ回避が生じることが想定される場合には、例えば渡り鳥がこれまでに使用しなかったルートを使う

ことにより、ハヤブサの行動圏に入る可能性があるなどといったことも考えられます。  
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（Smales 2017) 

図 1.3.1 風車あるいは風車群の回避の区分 

 

◆風車周辺からの忌避等 

・忌避は、国内事例は多くは知られていませんが、海外では鳥類の忌避は普通の現象（Hoetker 

2017）と言われるまで把握されてきています。 

・風車の影響により、様々な生物が周辺からの忌避等の様々な反応を示しますが、ガン・カモ類やトナカ

イ、オオカミ等の野生の大型哺乳類を除くと大よその範囲は 500m 程度となっています（表 1.3.1、

表 1.3.2 参照）。 

・表 1.3.3 では、非繁殖期のズズメ目等は風車を忌避していますが、繁殖期のスズメ目のように誘引さ

れている場合やハト目等のように忌避しない場合もあります。 

マクロ回避 

メソ回避 

ミクロ回避 
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◆風車付近における生態系への影響 

・風車周辺における生態系への影響は図 1.3.2 のような例がありました。 

・風車や管理用道路周辺では、土地改変によって裸地化するだけでなく、林縁部の環境の変化や樹

木の立ち枯れが生じる可能性があります。 

・鳥類等の風車への衝突以外にも、忌避や障壁等による影響が生じる可能性があります。 

 

表 1.3.1 既存文献による様々な生物に対する風車による影響と影響範囲 

 
 

表 1.3.2 コウモリ類に対する影響範囲（活動量の低下） 

 

  

対象種等 影響の概要 影響範囲 備考 文献No.
鳥類全般 風車の忌避 200ｍ 1

ガンカモ類
休息地からの飛び立ち時の安全
距離
（飛翔高度からの推定）

4～5ｋｍ 数値モデルによる計算結果 3

鳥類全般（海鳥） 風車の回避 300ｍ レーダー調査による 10

微気候 気温、絶対湿度 気温、絶対湿度の上昇、低下
夜間に風車200ｍ
以内で上昇、200
～800mで低下

気温は±0.2℃程度、絶対湿
度は±0.１g/m3程度

82

植物
植生（植物の生長、生産性） （葉面積指数（LAI)4)、正規化植

生指数（NDVI）5)等値の低下)
6～9km 微気候変化による影響 79

草地性鳥類 風車の忌避 100～300ｍ 45
草地性鳥類（スズメ目） 風車の忌避 180ｍ 28
ヤブタヒバリ、クサチヒメドリ、
マキバドリ、シロスジヒメドリ

シロスジヒメチドリの忌避 400ｍ 39

ヒメコンドル、アカオノスリ 風車の回避 100～500ｍ 25
ホンケワタガモ 風車の忌避 100～500ｍ 52
コザクラバシガン 風車の回避 200ｍ 96
ヨーロッパノスリ、ハイイロチュウヒ 風車の回避 250～500ｍ 22
ヨーロッパムナグロ 風車の忌避 400ｍ 44
ヨーロッパノスリ、ハイイロチュウヒ
ヨーロッパムナグロ、タシギ
ダイシャクシギ、ハシグロヒタキ

風車の忌避 500ｍ 35

シロエリハゲワシ、チョウゲンボウ 風車の回避 500ｍ 47
ホンケワタガモ 風車の回避 500ｍ 54

ノロジカ、ヤブノウサギ 風車の忌避 700ｍ
アカギツネに反応は見られなかっ
た

83

トナカイ 風車の忌避 5km以上 見通せる開けた環境で 97
オオカミ 風車の忌避 5km程度 GPSによる群の行動圏が移動 101

鳥類

哺乳類

区分

国外
事例

鳥類
国内
事例

対象種等 影響範囲 備考 文献No.

コウモリ類全般 200ｍ
風力タービンはコウモリの死亡事故の危険性が高まるので、全
てのタイプの森林内、または森林から200ｍの範囲内に設置さ
れるべきではない。

99

コウモリ類全般 100m
林縁から100m以下ではリスクが高くなる

100

高速飛翔種、gleaner、ホオヒゲコウモリ属
（Myotis)、ウサギコウモリ属（Plecotus)、ヨーロッパ
チチブコウモリBarbastella barbastellus、
Nyctalus leisleiri（ヤマコウモリ属の１種）、
Pipistrellus pipistrellus(アブラコウモリ属の１種)

750～
1000m程度

102

bent winged bats (Miniopterus sp.) 、wattled
bats (Chalinolobus sp.) 15m

ニューカレドニアの熱帯性のコウモリ
103

Pipistrellus pipistrellus(アブラコウモリ属の１種)、
ソプラノアブラコウモリPipistrellus pygmaeus

100m
ハブ高25m未満の小型風力発電

104

ユーラシアコヤマコウモリNyctalus noctula 雄は回避、雌は
100m以内を飛翔

GPSロガーで調査
105
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表 1.3.3 鳥類の目別の忌避事例数 

 

※①BACI デザイン(Before-After/Control-Impact)：事前調査結果と事後調査結果と比較可能な調査デザイン 

②GI デザイン（Gradient Impact）：風車からの距離別の確認数を調べる調査デザイン 

③反応（事例数）正：風車との近いところで密度が高い事例数、負：風車から離れた所で密度が高い事例数 

 

 

図 1.3.2 風車周辺における影響のイメージ  

負の割合 負の割合
目 時期 正 負 ％ 正 負 ％

繁殖期 12 10 45 7 2 22
非繁殖期 16 70 81 <0.0001 8 18 69
繁殖期 18 14 44 10 3 23
非繁殖期 5 2 29 1 1 50
繁殖期 35 19 35 0.04 9 6 40
非繁殖期 29 35 55 7 20 74 0.019

サギ 非繁殖期 6 2 25 1 0 0
繁殖期 5 7 58 3 3 50
非繁殖期 18 10 36 6 5 45
繁殖期 2 2 50 1 0 0
非繁殖期 1 7 88 0 3 100
繁殖期 45 75 63 0.0078 27 31 53
非繁殖期 68 114 63 0.0008 19 27 59
繁殖期 5 4 44 1 3 75
非繁殖期 6 9 60 2 4 67
繁殖期 284 166 37 <0.0001 161 87 35 <0.0001
非繁殖期 104 138 57 0.03 29 75 72 <0.0001

注：ｐのブランクは二項検定の有意差なし （Hoetker 2017）

ツル

チドリ

ハト

スズメ

区分
項目

カモ

キジ

タカ

ハヤブサ

反応（事例数）
全研究事例

反応（事例数）
ｐ ｐ

BACI or GIデザイン事例
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2. 予測地域の設定 

2.1 影響範囲に関する知見の収集・整理 

【ポイント】 

①国内外調査・研究事例において風力発電事業による様々な生物に対する影響範囲が示されていま

す。 

②最新の国内外の事例を収集・整理しておくことで、適切な予測範囲を検討することができます。 

【解説】 

・国内外事例において風力発電事業による影響範囲について記載のあった対象とその範囲を表 

1.3.1 に整理しました。 

・海外では哺乳類にも影響する事例が認められ、野生の大型哺乳類ではその影響範囲が数 km の規

模と報告されています。 

・我が国では休息地と餌場を離れた場所を利用するガン・カモ類でも、休息地と餌場の間の数 km 内

に風車が存在すると影響が生じることが想定されています。 

・また、微気候が変化することによる植生への影響も数 km のオーダーとかなり広域になっています。 

・これら以外については大よそ数百 m の範囲にとどまっています。 

・最新の国内外の事例を収集・整理しておくことで、適切な予測範囲を検討することができます。 

 

2.2 予測地域の設定 

【ポイント】 

①根拠なく他事業における予測地域（調査地域）の設定範囲を引用しても、適切な予測範囲にはなり

ません。 

②これまでの風力発電事業により影響を受けることが知られている生物種及びその影響範囲を調べ、予測

地域（調査地域）を設定することが適切です。 

【解説】 

・これまでの風力発電事業の準備書における予測地域（=調査地域）の範囲の多くは、上位性の注

目種を除き、対象事業実施区域周辺の大よそ数百ｍの範囲となっています（表 2.2.1）。 

・現在の風力発電事業の環境影響評価では、予測地域の設定根拠を示さない場合や根拠を示した

場合でも道路事業や面整備事業における設定値を参考に設定しています。 

・このように、予測地域の設定は、風力発電事業で生じている影響の範囲を踏まえたものではありませ

んでした。 

・直接改変率の分母となる予測範囲設定の根拠が薄弱ですと、そのことが予測結果の評価にも影響し

てきます。 

・以上のことから、風力発電事業では、風力発電事業特有の影響要因に対して、生態系を構成する

個々の種への影響を総合的に捉えて予測地域の範囲を設定することが適切です。 
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表 2.2.1 77事業の準備書における調査範囲 

 

　　　　　　　上位性 　　　　　　　典型性 　　　　　　　上位性 　　　　　　　典型性
対象 調査地域 対象 調査地域 対象 調査地域 対象 調査地域

オジロワシ
対象事業実施区域及びその周辺
250ｍの範囲

アオジ
ヒバリ

対象事業実施区域及びそ
の周辺250ｍの範囲

イヌワシ 対象事業実施区域及びその周辺
ギンイチモンジセ
セリ

対象事業実施区域及びそ
の周辺

オオタカ
対象事業実施区域及びその周辺
1.5kmの範囲

エゾタヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周辺300mの範囲

ノスリ 対象事業実施区域及びその周囲 ニホンノウサギ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

キタキツネ
クマタカ

対象事業実施区域 エゾタヌキ 対象事業実施区域 ノスリ
改変区域とその周辺を包含する対
象事業実施区域の範囲

ノウサギ
改変区域とその周辺を包
含する対象事業実施区域
の範囲

チュウヒ
ノスリ
ハイタカ
オオタカ

事業予定地およびその周辺 エゾタヌキ
事業予定地およびその周
辺

イヌワシ 対象事業実施区域及びその周辺 ヒガラ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ
対象事業実施区域及びその周辺
300ｍの範囲

エゾタヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周辺300ｍの範囲

ノスリ
対象事業実施区域及びその周辺
1km程度の範囲

ヒバリ
対象事業実施区域及びそ
の周辺1km程度の範囲

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周囲 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周囲

オオタカ
ノスリ

対象事業実施区域及びその周辺
（対象事業実施区域の境界から概
ね5kmの範囲

カワラヒワ

対象事業実施区域及びそ
の周辺（対象事業実施区
域の境界から概ね5kmの
範囲

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周囲 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周囲

クマタカ
対象事業実施区域及び
その周辺

キツネ
対象事業実施区域及び
その周辺

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周辺 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周辺

オオタカ
対象事業実施区域から250ｍの範
囲

タヌキ
対象事業実施区域から
250ｍの範囲

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周辺 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周辺

クマタカ
対象事業実施区域及び
その周辺約500mの範囲

タヌキ
対象事業実施区域及び
その周辺約500mの範囲

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周囲 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周囲

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 タヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周囲 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周囲

ノスリ
対象事業実施区域から2ｋｍの範
囲

タヌキ
対象事業実施区域から
500ｍの範囲

キタキツネ
オジロワシ

対象事業実施区域及びその周辺 カラ類
対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ 対象事業実施区域及びその周辺 ニホンリス
対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ 対象事業実施区域及びその周辺 カワラヒワ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ
対象事業実施区域及びその周辺
1.5kmの範囲

ニホンリス
対象事業実施区域及びそ
の周辺500ｍ

キタキツネ
調査地域は、方法書段階の事業
実施区域を対象（約1,700ha）。
設定根拠不明。

カワラヒワ
ニホンアマガエ
ル
ヒバリ

調査地域は、方法書段階
の事業実施区域を対象
（約1,700ha）。
設定根拠不明。

オオタカ
ハヤブサ

対象事業実施区域およびその周
辺の約180ha

クロマツ植林
草地性鳥類

対象事業実施区域および
その周辺の約180ha

ノスリ 対象事業実施区域及びその周囲 タヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

ハヤブサ
ミサゴ

事業実施区域およびその周辺
在来海浜植生群
落
草地性鳥類

事業実施区域およびその
周辺

キタキツネ 対象事業実施区域及びその周辺 ネズミ群集
対象事業実施区域及びそ
の周辺

キツネ
風力発電機建設位置から半径約
500ｍの範囲

タヌキ
風力発電機建設位置から
半径約500ｍの範囲

キタキツネ
ノスリ
アカモズ

対象事業実施区域及びその周辺
ノビタキ
海浜植生

対象事業実施区域及びそ
の周辺

クマタカ 対象事業実施区域及びその周辺 テン
対象事業実施区域及びそ
の周辺

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 ヒガラ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

宮城県 ノスリ 対象事業実施区域及びその周辺 ノウサギ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

キタキツネ
チュウヒ

対象事業実施区域及びその周辺 ヒバリ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 アカネズミ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

オジロワシ 対象事業実施区域及びその周囲
ヒバリ
カラ類

対象事業実施区域及びそ
の周囲

ノスリ 対象事業実施区域及びその周囲 ニホンノウサギ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

オジロワシ 対象事業実施区域及びその周囲 ホオジロ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 ネズミ類
対象事業実施区域及びそ
の周囲

オオタカ
チュウヒ

風力発電機設置位置から半径200
ｍの範囲

タヌキ
ヒバリ
トノサマガエル

風力発電機設置位置から
半径200ｍの範囲

ノスリ 対象事業実施区域及びその周囲 ノウサギ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

キツネ
ノスリ

類型区分毎に設
定し、10種

静岡県
オオタカ
ミサゴ

対象事業実施区域及びその周囲 タヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周囲300mの海域を除く
範囲

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 タヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

クマタカ
対象事業実施区域及びその周囲
1.5ｋｍの範囲内

アナグマ
対象事業実施区域及びそ
の周囲約300ｍの範囲内

クマタカ 対象事業実施区域から1.5km タヌキ
対象事業実施区域から
300ｍ

サシバ 対象事業実施区域及びその周辺 メジロ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

クマタカ 事業実施想定区域及びその周囲 タヌキ
事業実施想定区域及びそ
の周囲

徳島県 クマタカ
対象事業実施区域から1.5kmの範
囲

タヌキ

調査対象範囲は対象事業
実施区域から300ｍ
解析対象範囲は、クマタカ
と同じ1.5km

クマタカ
ノスリ

対象事業実施区域及びその周辺 コゲラ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

高知県 クマタカ 対象事業実施区域及びその周辺 アカネズミ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

クマタカ
ノスリ

対象事業実施区域及びその周囲 タヌキ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

キツネ
サシバ

対象事業実施区域及びその周辺
エナガ
クロクモエダシャク
スギ・ヒノキ植林

対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ
対象事業実施区域及びその周辺
（大間鳥獣保護区を含む）

ゴマシジミ
対象事業実施区域及びそ
の周辺（大間鳥獣保護区
を含む）

クマタカ 対象事業実施区域から1.5ｍ タヌキ
対象事業実施区域から
500ｍ

ノスリ 対象事業実施区域及びその周囲 草地性鳥類
対象事業実施区域及びそ
の周囲

ノスリ
クマタカ

対象事業実施区域及びその周辺
タヌキ
カラ類

対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ
対象事業実施区域から1.5kmの範
囲

タヌキ
対象事業実施区域から
300ｍ

ハヤブサ 対象事業実施区域及びその周辺 ニホンリス
対象事業実施区域及びそ
の周辺

ノスリ
対象事業実施区域及びその周囲
1.5km

ノウサギ
対象事業実施区域及びそ
の周辺300m

ハヤブサ
対象事業実施区域を含む宇久島
全体

アカネズミ
対象事業実施区域から
300ｍ（好適区域解析は
島全体で実施）

ノスリ 対象事業実施区域及びその周囲 ノウサギ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

ハヤブサ
対象事業実施区域から1.5kmの範
囲

テン
対象事業実施区域から
300ｍの範囲

ノスリ 対象事業実施区域から1.5ｋｍ ノウサギ
対象事業実施区域から
300ｍ

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 コゲラ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

ノスリ 風車エリア及びその周辺 ヒバリ
風車エリア及びその周辺
約100mの範囲内

クマタカ 対象事業実施区域及びその周辺 テン
対象事業実施区域及びそ
の周辺

青森県と
岩手県の
行政境界

クマタカ 対象事業実施区域及びその周囲 アカネズミ
対象事業実施区域及びそ
の周囲

クマタカ 対象事業実施区域及びその周辺 コゲラ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

イヌワシ
対象事業実筋区織及びその周辺
（希少猛禽類調査と同じ）

アカネズミ
対象事業実筋区織及びそ
の周辺300m

大分県 クマタカ 対象事業実施区域及びその周辺 アナグマ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

イヌワシ
クマタカ

対象事業実施区域及びその周辺 アカネズミ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

鹿児島県 テン
対象事業実施区域から500ｍの範
囲

ニホンアカガエル
対象事業実施区域から
500ｍの範囲

クマタカ 対象事業実施区域及びその周辺 アカネズミ
対象事業実施区域及びそ
の周辺

都道
府県

都道府県

北海道

青森県

岩手県

岩手県

秋田県

山形県

福島県

和歌山県

愛媛県

宮崎県

長崎県
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【事例 2-1 予測地域の設定の例】 

・予測地域では、影響を直接受ける地域及びその隣接地への波及効果の有無等の予測を行います。

よって、生態系を構成する種が影響を受ける範囲を既往の知見から整理し、その隣接地の影響を受

けない範囲と比較するためには、周辺域も含めた範囲を予測範囲(調査範囲)とすることが妥当と思わ

れます。 

・風力発電事業は他事業と比べ、生態系への影響が明らかとなっていないことから、常に国内外のエビ

デンスに注意することが、適切な予測範囲の設定につながります。 

・現在のところ表 1.3.1 のような事例から、対象事業実施区域の周囲 500m 程度（道路においては

道路事業の片側 250m まで（道路環境影響評価の技術手法,2007 (財)道路環境研究所））

を予測範囲とすることが考えられます。 

・ただし表 2.2.2 のように、上位性の注目種が猛禽類のように行動圏が広い種の場合、あるいは典型

性の注目種等としてガン・カモ類が選定されるような場合には、影響を的確に把握できる範囲を設定

することが必要です。 

・国内における生態系への影響範囲に関する知見が集積するまでは、他事業のように決まった範囲で

実施するのではなく、その時点で得られる情報と事業特性、地域特性を踏まえて設定することになりま

す。 

 

表 2.2.2 広域を移動する注目種の場合の予測範囲例 

区分 対象 予測範囲の例 

上位性 クマタカ クマタカの行動圏の隣接つがいとの関係が把握できるおよそ 2km の範囲 

典型性 ガン・カモ類 休息地と餌場の間に事業地が位置する場合は 3km 程度 
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3. 環境類型区分及び地域を特徴づける注目種等の選定 

3.1 環境類型区分 

【ポイント】 

①環境類型区分は、物理化学的な環境（地形、地質等）とそこに生息する生物との相互作用、種内・

種間関係から成立している生態系を類型化、区分するものです。 

②植生の分布から見た目だけで判断すると、異なる生物群集が分布していることを見誤ることがあります。 

③定量的な調査を実施することにより、想定した類型区分の妥当性を検証することができます。 

【解説】 

 ・自然環境の中で生物種は漠然と分布しているわけではなく、各種の生息に適した生物物理化学的

な条件を選択し、かつ同種個体同士間での種内関係、異なる種との捕食・被食の関係、競争、共

生等の種間関係を通じて、ある程度まとまった生態系が成立しています。 

・表 3.1.1 に示すように、陸上風力発電事業は様々な環境で計画がなされています。 

・表 3.1.1 では樹林での立地が最も多くなっていますが、その中には近隣に牧草地が分布しているよう

な場合があります。このような場合には異なる生物群集が成立していることが想定されることから、個々

の類型として区分することになります（環境類型区分の想定。図 3.2.1 も参照）。 

・まとまった植生が広く分布している場合でも、植生だけで環境類型区分を実施することが不適切な場

合があります。例えば一様にスギ植林がなされた地域では、実は標高により鳥類群集等の分布が異な

っており、同じスギ植林でも標高によって類型区分すべきところを見誤るようなことになります。 

・ダム事業では、生物群集のまとまりや注目種にとって重要な生息環境を把握するためには、植生に加

えて、地域特性に応じた地形、林齢区分、歴史的変遷などに着目した事例があります（コラム１ 表 

3.1.2）。 

・また、生物群集の調査結果に多変量解析を適用することによって、環境類型区分の妥当性を検証し

ています（コラム１：ダム事業における環境類型区分事例参照）。 

・なお、図7.7.2 のような BACIデザインのもと、このような定量的な調査を実施することによって、事前・

事後の調査結果を定量的に比較検討することができるようになります。 

 

【陸上風力発電事業の立地環境】 

・風力発電事業 77 事業を対象に、事業の立地環境（地形、主な植生）を整理しました（表 

3.1.1）。 

・その結果、地形と植生の組み合わせが 16 通りとなり、その中で山地の樹林での立地が 31 事業と最

も多く、次いで海岸に近い山地の樹林での立地が 9 事業でした。 
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表 3.1.1 陸上風力発電事業 77事業の立地環境の整理 

 

 

【コラム１：ダム事業における環境類型区分事例】 

・これまでの環境アセスメントでは陸域の環境類型区分の視点として以下のような事項が挙げられてい

ますが、これらは決まったものではなく、事業毎に対象地域における生物群集の成り立ちに関わる要因

についてよく検討することで、当該事業の環境影響評価に適切な類型区分になります。 

 

 ＜環境類型区分の視点（例）＞ 

1)地形、植生、土地利用等によって類型化されたもののうち、面積が大きい環境であること。 

2)自然又は人為により長期間維持されてきた環境であること。 

3)生物群集組成が他の環境と異なっていること。 

4)事業影響が及ぶ範囲に分布する環境を対象とすること。 

 

・以下では、定量的な調査を実施することによって定量的な群集区分を実施し、環境類型区分の検

証を行っている「九頭竜川水系足羽川ダム建設事業環境影響評価書」における環境類型区分の事

例を示しました（参照元：http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/pdf/eco/hyouka2/sankou_2.pdf） 

 
図 3.1.1 ダム事業における環境類型区分、注目種等の選定の手順例 

事業地の地形 事業数 風車建設場所の植生 事業数 事業数
山地 38 草原 12 草原 4
山地・海岸 10 草原・樹林 5 草原・樹林 3
山地・島・海岸 1 樹林 49 樹林 31
平地・海岸 15 砂地 4 草原 1
平地・湖沼 1 埋立地 2 樹林 9
丘陵・海岸 9 耕作地 5 山地・島・海岸 樹林 1
海岸 3 合計 77 草原 4
合計 77 樹林 4

砂地 3
耕作地 4

平地・湖沼 耕作地 1
草原 3
草原・樹林 2
樹林 4
砂地 1
埋立地 2

77合計

地形及び植生

海岸

丘陵・海岸

平地・海岸

山地・海岸

山地

http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/pdf/eco/hyouka2/sankou_2.pdf
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表 3.1.2 環境類型区分を想定する際の着目点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・足羽川ダム事業では TWINSPAN6)による定量的な群集区分により検証した結果（表 3.1.3、図 

3.1.2 参照）、陸域の環境類型区分を「落葉広葉樹林(壮齢林)」、「落葉広葉樹林(壮齢林以

外)」、「スギ・ヒノキ植林」、「耕作地(水田)」の 4 区分としています。 

 

表 3.1.3 対象生物群毎の群集区分の結果 

 
 

 

図 3.1.2 環境類型区分の検証結果（鳥類の例） 

  

◆足羽川ダム事業における環境類型区分の想定結果 

典型性の視点から類型化できる生息・生育環境は次のように考えられる。 

・ 調査対象地域では落葉広葉樹林(若齢林)が最も広く分布している。次いで、スギ・ヒノキ植林

(若齢林)、スギ・ヒノキ植林(低木林)、落葉広葉樹林(低木林)、耕作地(水田)であった。 

・ 標高や林齢による生物群集の違いは明確には認められなかったが、哺乳類、鳥類は落葉広葉

樹林やスギ・ヒノキ植林を主に生息環境としている種も認められた。 

・ 耕作地(水田)では水辺を利用する鳥類や昆虫類が確認された。 

以上のことから、生態系の典型性陸域は、「落葉広葉樹林」、「スギ・ヒノキ植林」、「耕作地(水

田)」に区分できると想定する。 
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3.2 注目種等の選定 

【ポイント】 

①環境類型区分を行った際に検討した生態系の成り立ちに係る影響を網羅するには、これらの影響を指

標するために必要であれば複数の注目種等を抽出することになります。 

②注目種 1 種で生態系が指標されない場合などでは、鳥類群集などの種群を選定する方が適切な場合

があります。 

【解説】 

・これまでに表 3.2.1 のような注目種等の選定の視点が示されていますが、例えば以下のような留意

点もあります。 

 

＜注目種等選定の留意点の例＞ 

①改変エリアを利用すること 

→ 影響を受けなければ、影響内容の指標になり得ませんが、これまでの環境影響評価準備書の

中にはほとんど影響を受けないような種等が選定されている場合もあります。 

②個体数が多いこと 

→ 典型性の特徴のひとつとなり得ますが、当該種の適応能力が高く、人為的な影響にも強いこと

により個体数が多くなっている場合には、生態系の変化を指標しないことも考えられます。 

③面積が大きい環境であること 

→ 面積が大きい環境だけを区分すれば良いのではなく、そのほかに面積が比較的小さくても、事

業による影響を受けることが想定され、他の環境類型区分では出現しない生物群集が成り立っ

ている環境は類型区分し、当該区分に対する影響を反映する注目種等を選定して、予測する

ことになります。 

④環境変化に脆弱な種を選定すること 

→ 環境の変化によって、生息状況や繁殖状況等に変化が生じやすい種を選定することで、事業

実施によるインパクトを把握しやすくなります。 

 

・同一の種が事業のある影響要因によってはプラスの影響、別の影響要因ではマイナスに影響する場合

もあるので、選定にあたっては留意する必要があります。 

・複数の環境類型区分がなされた場合、それぞれの類型区分で異なる上位性注目種を選定すること

が妥当な場合もあります（図 3.2.1）。 

・注目種等を複数種や種群とするかどうかは、注目種１種で、想定されるすべての影響を反映できるの

かどうかを考えることで判断することができます。1 種ですべての影響を反映できない場合には、反映で

きる複数の種や種群を選定することが適切です。 
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表 3.2.1 各種ガイドにおいて示されている生態系の注目種等の選定の視点 

No. 上位性 典型性 特殊性 

① ・行動圏が大きく、比較的広い

環境を代表する 

・改変エリアを利用する 

・年間を通じて生息が確認できる 

・繁殖している可能性が高い 

・調査により分布、生態を把握し

やすい 

・改変される環境類型区分も含め

た多様な環境を利用する 

・個体数あるいは現存量が多い 

・小規模でも特殊な環境である

かどうか 

② ・事業実施区域及びその周辺へ

の依存性の高い種 

・調査すべき情報が得やすい    

種 

注）行動圏、生息環境、生態

が類似している複数の注目種

が想定される場合はひとつの種

に代表させることができる。 

・環境類型区分で類型化されたも

ののうち、流路長の長い環境であ

ること（河川）。面積が大きい

環境であること（陸域）。 

・自然又は人為により長期間維持

されてきた環境であること。 

注）他事業と異なり、ダム事業で

は陸域・河川域の環境類型区

分から典型性の注目種を選定し

ている。 

・河川形態、河川植生、構造物

の設置等を勘案したとき、周囲

と比べて特殊な環境であること

（河川）。 

・地形、植生等を勘案したとき、

面積比が小さく、かつ特異な地

形又は地質、植生により成立

している環境であること（陸

域）。 

・自然又は人為により長期間維

持されてきた環境であること。 

③ ・環境のつながりや比較的広い

環境を代表し、栄養段階の上

位に位置するもの 

・小規模な環境における、栄養

段階の上位に位置するもの 

・生物間の相互作用や生態系の

機能に重要な役割をもつ種・群

集 

・生物群集の多様性、生態遷移を

特徴づける種・群集 

・水域の連続性を典型的に特徴づ

ける種・群集 

・特殊な環境を特徴づける種・

群集 

・比較的小規模で周囲には見ら

れない環境を特徴づける種・群

集 

出典）①「環境アセスメントにおける生態系の定量的な影響予測手法」（電力中央研究所総合報告 V2、2010 年） 

②「ダム事業における環境影響評価の考え方」（（財）ダム水源地環境整備センター、2000 年） 

③「環境アセスメント技術ガイド生態系」（（財）自然環境研究センター、2002 年） 

 

 

図 3.2.1 上位性の注目種等の選定のイメージ 
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【事例 3-1 上位性注目種等の選定状況】 

・これまでの上位性注目種等の選定状況を表 3.2.2 に示しました。 

・表 3.2.2 では希少猛禽類が多く選定されています。環境アセスメントの技術ガイドでは、猛禽類はそ

の希少性にかかわらず、生態系の上位種として選定することに留意するとされています。空中をハビタッ

トとし、環境変化の影響を受けやすい希少猛禽類は、風力発電事業のアセスメントにおいては、影響

把握に適した注目種の候補であると考えられます。また、キツネやテン等は地上での影響を指標する

候補となり得ます。 

・ただし、キツネやオジロワシ等は腐肉食者の側面も強いため、生態系の上位性として選定した場合に

は他の動植物との関係を考察する際には注意が必要です。 

・イヌワシが注目種として選定されている場合がありますが、後述するように、イヌワシが定住（秋季の餌

狩場を含む）するような場所は計画段階で事業を回避すべきと考えます。 

・上位性注目種等の選定の考え方の一例を次に示しましたが、これらは決まったものではありません。 

＜上位性の注目種等の選定の考え方の一例＞ 

・先の環境類型区分を検討、検証した際に、区分された類型に応じて成立している生物群集も、類型

内での出現種をリスト化して整理することができます。 

・上位性の注目種等を選定する際には、栄養段階の下位に位置する植物や昆虫類等は除き、そこに

定住している種の食性を整理します。 

・各環境類型区分の中で栄養段階の上位から下位の種まで捕食・被食の関係が最も反映できる種を

注目種候補として抽出します。 

・事業による影響を反映できること（地上部等の改変だけでなく「空中」の改変等）、技術的に調査

可能であること等を考慮して、上位性の注目種を選定します。 

・複数の環境類型区分を跨った共通の上位性注目種が選定されないならば、各区分で注目種等を

選定することで複数の種を選定します。 

・選定した上位性の注目種について、現地で確認された餌種や既往知見により餌種となることが分かっ

ている種や種群を食物連鎖図として表現します。 

 

表 3.2.2 77事業の準備書における上位性 注目種等の選定状況 

 

上位性　注目種等 北海道 青森 青森・岩手 岩手 秋田 山形 宮城 福島 静岡 和歌山 徳島 高知 愛媛 長崎 大分 宮崎 鹿児島 計
オジロワシ 3 3
イヌワシ 3 3
イヌワシ・クマタカ 1 1
クマタカ 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 20
クマタカ・ノスリ 2 1 3
オオタカ 1 1 2
オオタカ・チュウヒ 1 1
オオタカ・ノスリ 1 1
オオタカ・ハヤブサ 1 1
オオタカ・ミサゴ 1 1
サシバ 1 1
ノスリ 3 7 3 3 1 2 19
ハヤブサ 1 2 3
ハヤブサ・ミサゴ 1 1
チュウヒ、ノスリ、ハイタカ、
オオタカ

1 1

キツネ・オジロワシ 7 7
キツネ・クマタカ 1 1
キツネ・ノスリ・アカモズ 1 1
キツネ・チュウヒ 1 1
キツネ・ノスリ 1 1
キツネ・サシバ 1 1
キツネ 2 1 3
テン 1 1

計 21 14 1 8 8 4 1 4 1 2 1 1 4 2 1 3 1 77
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【事例 3-2 典型性注目種等の選定状況】 

・これまでの典型性注目種等の選定状況を表 3.2.3 に示しました。 

・これまでの準備書における典型性注目種等は、単独の種が選定されることが多く、複数種や群集を

扱う場合はあまり選定されていません。 

 

表 3.2.3 77事業の準備書における典型性 注目種等の選定状況 

 

 

・他事業と比べ風力発電事業特有の影響としては、供用時に風車が回転し、「空中」というハビタットを

改変してしまうことが挙げられます。これに加えて風車や管理用道路による地上部への影響も予測す

る必要があります。 

・生態系の中には、風車の設置に対してポジティブに反応する種とネガティブに反応する種が混在してい

るため、注目種1種で様々な環境に生息する生物への影響を評価することは困難な場合もあります。 

・このような場合、事例 3-1 の各種ガイドの注目種等選定の留意点にもあるように、単独の種にこだわ

る必要は無く、影響を指標するために複数の種や種群を「注目種等」として抽出することができます。 

・なお、ダム事業では、生物群集の調査結果に多変量解析を適用することによって、環境類型区分毎

に複数の注目種を客観的に抽出した事例があります（コラム２：ダム事業における典型性注目種の

定量的な抽出）。 

 

 

典型性　注目種等 北海道 青森 青森・岩手 岩手 秋田 山形 宮城 福島 静岡 和歌山 徳島 高知 愛媛 長崎 大分 宮崎 鹿児島 計
アカネズミ 1 3 1 1 1 7
ネズミ群集 1 1
ネズミ類 1 1
ノウサギ 3 2 1 2 8
ニホンリス 2 1 3
アナグマ 1 1 2
タヌキ 5 5 4 1 1 1 1 18
キツネ 1 1
テン 1 1 1 3
タヌキ、ヒバリ、
トノサマガエル

1 1

タヌキ・カラ類 1 1
カワラヒワ 1 1 2
コゲラ 1 2 3
ホオジロ 1 1
ヒガラ 1 1 2
カラ類 7 7
ヒバリ 1 1 1 3
メジロ 1 1
ヒバリ、カラ類 1 1
ヒバリ、アオジ 1 1
カワラヒワ、
ニホンアマガエル、ヒバリ

1 1

ニホンアカガエル 1 1
ゴマシジミ 1 1
ギンイチモンジセセリ 1 1
ノビタキ、海浜植生 1 1
草地性鳥類 1 1
クロマツ植林、草地性鳥類 1 1
在来海浜植生群落、
草地性鳥類

1 1

５類型区分毎に２種計10種 1 1
エナガ・クロクモエダシャク・
スギ・ヒノキ植林

1 1

計 21 14 1 8 8 4 1 4 1 2 1 1 4 2 1 3 1 77
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＜鳥類群集を注目種等とした場合の例＞ 

・ここでは空中における影響と地上における影響を同時に評価する視点で、典型性の注目種等の選定

の考え方について例を示してみました。 

・対象事業実施区域及びその周辺地域で出現する鳥類群集を注目種等とし、採食環境と採食方法

で区分した採食ギルド 8)によって影響予測することを示してみました。 

・樹林地内に事業立地した場合の採食ギルド区分のイメージ（例）を表 3.2.5 に示しました。 

・樹林地内に事業立地した場合、風力発電事業による風車の供用により影響を受けやすいのは、採

食方法が「空中」や「空中・樹上から地上見つけ取り」の採食ギルドで、これらのリスクが高いことを想定

することができます。 

・更に、繁殖期に空中でディスプレイを実施する種（ヒバリ、オオジシギ、ヤマシギなど）についてもリスク

が高いと想定することができます。 

・また、管理用道路を設けた場合、樹木伐採による影響によって「森林内」、舗装されることによる影響

によって「地上」を利用するギルド内の種のリスクの高いことが想定されます。一方、風車直下を「草地」

化することで、昆虫類や鳥類などが集まってくる事による衝突リスクが生じることも考えられます。 

  



28 

 

 

【コラム２：ダム事業における典型性注目種の定量的な抽出】 

・先に示した足羽川ダムの事例では、環境類型区分に続き、区分された環境類型に設けられた調査

地点に出現した種組成データに対して IndVal7)という解析を行い、注目種を抽出しています（表 

3.2.4）。 

  

表 3.2.4 鳥類の IndVal解析結果例 

 

「九頭竜川水系足羽川ダム建設事業環境影響評価書 参考資料-2」より引用 

http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/pdf/eco/hyouka2/sankou_2.pdf 

（なお、ダム事業では注目種への影響を予測評価することにより典型性の視点からの予測評価をしてい

るわけではなく、注目種等が分布する生息環境が事業によってどのように変化するかをもって影響の評価

を行っています） 

  

http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/pdf/eco/hyouka2/sankou_2.pdf
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主な 
餌種 

採餌場所 

落葉広葉樹林 
 

スギ・ヒノキ植林 
 

草地 
 

林縁 林縁 林縁 

採
食
方
法 

空中採餌 
 
 
 
 

昆虫食 ツバメ    ツバメ  

動物食   ハヤブサ  ハヤブサ  

空中・樹上（高いところ）から地上見つけ
取り 
（鳥・コウモリ・昆虫類を捕食するもの） 
河川は魚類含む 
 
 
 
 
 
 
 
 

植物食       

昆虫食       

雑食 
ハシブトガラス、ハシボ
ソガラス 

 
ハシブトガラス、ハシボ
ソガラス 

 
ハシブトガラス、ハシ
ボソガラス 

 

動物食 
コノハズク、サシバ、ノ
スリ、ハイタカ、トビ 

モズ クマタカ、ノスリ、トビ モズ トビ  

魚食 ミサゴ  ミサゴ    

植生内 
植物食 

アオバト、イカル、クロ
ジ 

キジバト 
アオバト、イカル、クロ
ジ 

キジバト   

昆虫食 

アオゲラ、アカゲラ、オ
オアカゲラ、オオルリ、
カッコウ、キビタキ、コ
ゲラ、ゴジュウカラ、サ
ンショウクイ、ジュウイ
チ、ツツドリ、ホトトギ
ス 

エゾムシクイ、エナガ、
センダイムシクイ、メボ
ソムシクイ、ウグイス 

アオゲラ、アカゲラ、オ
オルリ、キクイタダキ、
キビタキ、コゲラ、ゴジ
ュウカラ、サンショウク
イ、ジュウイチ、ツツド
リ、ホトトギス 

エナガ、センダイムシク
イ、ウグイス 

  

雑食 カケス、コガラ、ヒガラ 
シジュウカラ、ヒヨド
リ、ホオジロ、メジロ、
ヤマガラ、カワラヒワ 

カケス、コガラ、ヒガラ 
シジュウカラ、ヒヨド
リ、ホオジロ、メジロ、
ヤマガラ、カワラヒワ 

  

動物食 コルリ  コルリ    

地上採餌 
 
 
 
 
 
 

植物食  アオジ  アオジ ホオアカ  

昆虫食 ミソサザイ、ヤブサメ ビンズイ ミソサザイ、ヤブサメ  ノビタキ、コヨシキリ  

雑食 

ガビチョウ、コマドリ、
ソウシチョウ、マミジ
ロ、ルリビタキ、ヤマド
リ 

 
ガビチョウ、ソウシチョ
ウ、ルリビタキ、ヤマド
リ 

 
ヒバリ、キジ、コジュケ
イ 

 

動物食 
アカハラ、クロツグミ、
トラツグミ 

 
アカハラ、クロツグミ、
トラツグミ 

   

＊採食方法の図は Ehrlich et al.(1994）による。 

＊採食方法及び採食場所は文献、実際の確認環境等に基づいて区分することになります。 

 

 

表 3.2.5 鳥類群集の採食ギルド区分のイメージ（例） 
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4. 予測の手順と方法論 

4.1 影響要因と予測評価項目 

【ポイント】 

①国内外では、風力発電事業による影響として工事の実施や人工構造物による生息環境の減少、衝突

以外の影響についても報告されています。 

②予測評価すべき事項を事業毎に適切に設定するには、最新の研究・調査結果等に基づくエビデンスの

蓄積状況から検討し、予測の考え方と併せて専門家に相談することなどによって決定することが考えられ

ます。 

③国内のエビデンスが非常に少ない事象も存在し、予測の不確実性が高いことが想定されるため、予測の

不確実性について十分に留意することが必要です。 

【解説】 

・現在の風力発電事業における生態系への影響評価は、そのほとんどが工事の実施や人工構造物に

よる生息環境の減少、注目種の餌資源量の変化にとどまっています。 

・しかし、「1.2 風力発電事業の事業特性による生態系に対する影響」で示したように、動物が風車を

忌避するような影響も知られており、直接改変以外の影響について予測評価することを経済産業省

環境審査顧問会風力部会等から指摘されています。 

・予測評価すべき事項を事業毎に適切に設定するには、最新の情報等に基づくエビデンスの蓄積状況

から検討し、専門家に相談することなどによって決定することが考えられます。 

・注目種等が重要種である場合には、重要種の予測評価を反映することで、生態系への影響を総合

的に予測することができます。 

・また、上位性、典型性、特殊性の予測においては様々な手法が存在することから、予測の考え方につ

いても専門家に相談しましょう。 

・現在は国内事例が非常に少なく、直接改変以外の影響に関する事例はそのほとんどが国外の情報に

頼っている状況にあるため、予測の不確実性が高いことが想定されます。 

・これらの影響に対する予測にあたっては不確実性に十分に留意することが必要です。 

 

【事例 4-1 生態系への影響予測項目の例】 

・我が国における陸上風力発電事業の立地場所は森林が多いことから、森林において事業が計画され

た場合に影響予測を行う事項について、「1.2」で整理したエビデンスの集積状況等も考慮して検討し

た例を表 4.1.1 に示しました。 
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表 4.1.1 生態系への影響予測を行う事項の例 

  

工事の実施 土地又は工作物の存在及び供用 影響予測結果の総括 影響評価

直接改変 －

【地形改変及び施設の存在】
・工作物の設置等に伴う生息環
境の消失・減少による影響

直接改変
以外

【工事用資材等の搬出入/建設
機械の稼働】
・調査範囲に営巣するつがいへ
の工事による騒音・振動、人・工
事車両の出入りによる影響

【施設の稼働】
・風車への衝突確率
・新たに出現する生息環境による
影響（採食地・繁殖地）
・風車の存在・供用による影響
（忌避、障壁、誘引）

鳥類群集 －

【地形改変及び施設の存在】
・工作物の設置等に伴う生息環
境の消失・減少による影響

コウモリ類 －

【地形改変及び施設の存在】
・工作物の設置等に伴う生息環
境の消失・減少による影響

鳥類群集

【施設の稼働】
・鳥類群集のブレードへの衝突
・新たに出現する生息環境による
影響（採食地・繁殖地）
・風車の存在・供用による影響
（忌避、障壁、誘引）

コウモリ類

【施設の稼働】
・コウモリ群集の風車への衝突
・新たに出現する生息環境による
影響（採食地、繁殖地として）
・風車の存在・供用による影響
（忌避、障壁、誘引）

上位性

①環境影響の回避、
低減による評価

②国又は地方公共
団体による基準又は
目標との整合性の検
討

猛禽類

・工事中、存在・供用時の
直接改変、直接改変以外
の予測結果及び典型性の
予測結果を踏まえ、生態系
（上位性）の影響を総括す
る。

典型性

・工事中、存在・供用時の
直接改変、直接改変以外
の予測結果及び上位性の
予測結果を踏まえ、生態系
（典型性）の影響を総括す
る。直接改変

以外

直接改変

【工事用資材等の搬出入/建設
機械の稼働】
・調査範囲の鳥類群集、コウモリ
群集への工事による騒音・振動、
人・工事車両の出入りによる影
響

生態系への影響
予測の観点

注目種等
影響要因の区分 予測結果の総括及び影響評価

改変
区分
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4.2 上位性の観点からの予測 

【ポイント】 

①上位性の注目種として選定されることの多い猛禽類では風車を忌避する事例も認められています。 

②上位性注目種等の忌避による下位種への影響を予測する必要が考えられます。 

③現地における餌種の把握が不十分である場合には、想定される餌種の出現する環境を整理した上で、

餌量調査に代えて植生・地形・林齢などから好適採食地を推定することも考えられます。 

【解説】 

・上位性の注目種には猛禽類が多く選定されていますが（表 3.2.2）、表 4.2.1 のように猛禽類が

風車を忌避する事例も認められます。上位性注目種等の忌避による下位種への影響も予測すること

が考えられます。 

 

表 4.2.1 猛禽類の風車の忌避の知見 

 
＊日本のクマタカでは、ベイズモデルによってパラメータを推定した結果、「飛翔回数」と「風車との距離」との関係性は認められませんでし

た。ただし、風力発電所設置後に、クマタカの巣の位置が移動した事例はあります（「既設風力発電施設等における環境影響実態把

握１報告書」より）。 

 

・生息適地モデル構築の際に、例えばクマタカでは林内の狩りの行動は見えないため、林内の階層構造

を把握する調査を実施しておくことが必要になります。森林簿による林齢把握や空中写真の解析等に

より把握することも有効です。 

・このように各種の生態等を踏まえた現地調査を実施することによって、モデルで推定した結果を補正す

ることも考えられます（この際、全域を調査することは不可能であるため、調査地点の代表性を十分

に検討し、担保しておく必要があります）。 

・オオタカでは林縁から 150m 程度の範囲で狩りを実施しているという知見があり、こうした知見により補

正することも考えられます。 

・ノスリ、ミサゴのように個体識別ができない種の場合、その行動圏や内部構造が分からないような場合

には頻度解析を行うことなどが考えられます。 

・なお、メッシュ毎の累積観察時間が異なる場合、単純に単位時間あたりの観察数に直すと、短時間

の観察しかできていないメッシュにおいて偶然に少数の確認をした際には単位時間当たりの確認数が

非常に高く算出されることも生じるため、各メッシュで観察時間を累積しながら、その時の単位時間当

たりの観察数を図示し、どの程度の観察時間で飽和してくるのかを確認することなどが考えられます。 

・上位性注目種等による影響予測の事例を次に示しましたが、これらは決まったものではなく、各事業

で根拠をもって適切に設定することになります。 

・現地における餌種の把握が不十分である場合には、想定される餌種の出現する環境を整理した上

で、餌量調査に代えて植生・地形・林齢などから好適採食地を推定することも考えられます。  

対象種等 影響の概要 影響範囲 文献No.
ヒメコンドル、アカオノスリ 風車の回避 100～500ｍ 25
ヨーロッパノスリ、ハイイロチュウヒ 風車の回避 250～500ｍ 22
シロエリハゲワシ、チョウゲンボウ 風車の回避 500ｍ 47
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【事例 4-２ クマタカを上位性注目種とした生態系への影響予測の一例】 

対象事業の実施によるクマタカの生息環境への影響を可能な限り定量的に予測するためのフローの

一例を図 4.2.1 のように示してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1 上位性注目種（クマタカ）に対する環境影響予測フローの一例 

 

上位性注目種（クマタカ）への影響予測については、以下の対応方針に基づいた予測項目を一例

として示しました。 

【上位性に対する対応方針の一例】 

・上位性注目種自体が風力発電施設を回避・忌避することによる影響についてはこれまでに予測され

ていないことから、エビデンスに基づいて予測します。 

・上位性の視点において、上位性注目種への影響による下位の生物群への影響について検討します。 

・上位性注目種は重要な種である場合が多いことから、その場合には動物の影響予測を流用します

（例えば衝突確率等が考えられます）。 

  

狩りに関わる
行動 

好適採食地の推定 

巣の位置 つがいの
行動 

行動圏内部
構造の推定 

・標高 
・傾斜 
・谷密度 
・開空度 
・人家・道路か
らの距離等 

営巣適地の推定 

・植生 
・地形 
・林齢等 

生息状況調査 

事業計画により想定

される影響の整理 

影響予測・評価 
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◆予測項目の例 

【工事中/直接改変】 

・工作物の設置等による採餌場所、営巣場所の消失がクマタカへ与える影響 

【存在・供用時/直接改変】 

・ブレード・タワー等への接近・接触 

・繁殖期における営巣地－餌場の移動の障壁 

・新たに出現する生息地の忌避あるいは誘引の推定 

・上位性注目種及び餌種の忌避等による影響（生物間相互作用） 

 

・上位性注目種（クマタカ）への影響予測の考え方の一例を図 4.2.2 に示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2 上位性注目種（クマタカ）への影響予測の考え方の一例 

 

・なお、「猛禽類保護の進め方」やほかの事業の環境影響評価を参考に、好適採食地が事業実施に

より受ける影響を評価することにで、クマタカの利用する餌とその生息環境を合わせて評価することを目

的とし、好適採食地の推定を行うことなども考えられます。  

生態系上位性注目種 

クマタカの情報整理 

【工事中/直接改変】 

工作物の設置等による採

餌場所、営巣場所の消失

がクマタカへ与える影響 

【存在・供用時/直接改変以外】 

・クマタカのブレード・タワー

等への接近・接触 

（重要な種の結果の引用） 

・繁殖期における営巣地－餌場

の移動の障壁 

【存在・供用時/直接改変以外】 

・新たに出現する生息地の忌避あ

るいは誘引による影響 

・上位性注目種及び餌種の忌避等

による影響（生物間相互作用） 

クマタカの変化の有無等による生態系（上位性）

への影響の総括 

・クマタカつがいの継続的な生息の可能性 

・生態系（典型性）の変化を踏まえた影響の総括 

・クマタカへの影響の総括 
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4.3 典型性の観点からの予測 

【ポイント】 

①典型性の観点からの生態系への影響予測では、風力発電事業による生物群集と基盤的な環境の変

化により、生態系の構造や機能がどのように変化するのかを予測することが望まれます。 

②最近では風力発電事業による動植物や基盤的な環境条件に対する様々な影響が報告されてきてお

り、これに伴う生態系への影響も十分に予想されます。 

③このような変化を、単独の種とその餌資源量の変化だけで捉えることが困難と考えられる場合には、想定

される影響を指標できる群集（種群）を典型性の視点から選定することも可能です。 

【解説】 

・典型性の観点からの生態系への影響予測では、風力発電事業の影響により生物群集を構成する

個々の種や生息環境となる基盤的な環境が変化することで、生態系全体の構造や機能がどのように

変化するのかを予測することが必要になります。 

・最近では「1.2」で示したように、工事や人工構造物等による生息場所の消滅、縮小あるいは風車へ

の衝突だけでなく、風車に対する動物の忌避や障壁、基盤的な環境条件の変化といった様々な影響

が報告されてきており、これに伴う生態系への影響も十分に予想されます。 

・このような変化を単独の種とその餌資源量の変化だけで捉えることが困難である場合には、想定される

影響を指標できる複数種あるいは種群を注目種等として選定することも可能です。 

・典型性注目種等による影響予測の事例を次に示しましたが、これらは決まったものではなく、各事業

で根拠をもって適切に設定することになります。 

 

【事例 4-３ 鳥類群集、コウモリ群集を典型性注目種等とした生態系への影響予測の考え方の一例】 

・典型性注目種等として選定した鳥類群集、コウモリ群集の飛翔空間、採餌場所、繁殖場所に対す

る影響を予測するフローの一例を図 4.3.1 に示しました。 
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図 4.3.1 典型性注目種（鳥類群集、コウモリ群集）に対する環境影響予測フローの一例 

 

＜鳥類群集による典型性注目種等の影響予測の考え方の一例＞ 

・鳥類群集を典型性注目種等とした場合の影響予測にあたっては、これまでの動物への影響に関する

エビデンスから、次のような予測項目を一例として示しました。 

  

◆鳥類群集の予測項目の例 

【工事中/直接改変】 

・工作物の設置等による採餌場所、営巣場所の消失が鳥類群集へ与える影響 

【存在・供用時/直接改変】 

・鳥類群集の回転翼への衝突の可能性 

・越冬期のガン・カモ類のねぐら－餌場の移動の障壁 

・新たに出現する生息地の忌避あるいは誘引の推定 

・典型性注目種及び餌種の忌避等による影響（生物間相互作用） 

 

・これらの予測項目に対する鳥類群集による影響予測の考え方の一例を図 4.3.2 に示しました。 

  

環境利用タイプ区分 
（p64 参考表 2 参照） 

コウモリ群集 

・飛翔空間 

・採餌場所 

・繁殖場所 

鳥類群集 

採食ギルド区分 

生息状況調査 

事業計画により想定される影響の整理 

影響予測・評価 

・飛翔空間 

・採餌場所 

・繁殖場所 
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図 4.3.2 鳥類群集の影響予測の考え方の一例 

 

 

＜コウモリ群集による典型性注目種等の影響予測の考え方の一例＞ 

・コウモリ群集を典型性注目種等とした影響予測にあたっては、これまでの動物への影響に関するエビデ

ンスから、次のような予測項目を一例として示しました。 

 

◆コウモリ群集の予測項目の例 

【工事中/直接改変】 

・工作物の設置等による採餌場所、営巣場所の消失がコウモリ群集へ与える影響 

【存在・供用時/直接改変】 

・コウモリ群集の回転翼への衝突の可能性 

・新たに出現する生息地の忌避あるいは誘引の推定 

・新たに出現する空間に対する空間利用タイプ別の利用の変化 

・典型性注目種及び餌種の忌避等による影響（生物間相互作用） 

 

・これらの予測項目に対するコウモリ群集による影響予測の考え方の一例を図 4.3.3 に示しました。 

  

採食ギルド区分 

【工事中/直接改変】 

工作物の設置等による採

餌場所、営巣場所の消失

が鳥類群集（採食ギルド

構成種）へ与える影響 

【存在・供用時/直接改変以外】 

・鳥類群集の回転翼へのディ

スプレイ等による衝突の可

能性 

・越冬期のガン・カモ類のね

ぐら－餌場の移動の障壁 

【存在・供用時/直接改変以外】 

・新たに出現する生息地の忌避ある

いは誘引の推定 

・環境利用タイプ別の利用空間変化 

・典型性注目種及び餌種の忌避等に

よる影響（生物間相互作用） 

鳥類群集の変化の有無等による生態系（典型性）

への影響を総括 

・鳥類群集組成の変化 

・影響を受けると予測されるギルド（及びその構

成種）の餌種への影響の有無 
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図 4.3.3 コウモリ群集の影響予測の考え方の一例 

 

  

コウモリ類の確認状況（文献調査） 

コウモリ群集の捕獲状況調査 

コウモリ群集の高度別飛翔状況調査 

【存在・供用時/直接改変以外】 

コウモリ群集の回転翼への衝突

の可能性 

【工事中/直接改変】 

工作物の設置等による採

餌場所、営巣場所の消失

がコウモリ群集へ与える

影響 

コウモリ群集の種構成の推定 

コウモリ群集の高度別飛翔状況の整理 

【存在・供用時/直接改変以外】 

・新たに出現する空間の利用の変

化（開放空間の利用） 

・新たに出現する生息地の風車に

対する忌避あるいは誘引の推定 

・典型性注目種及び餌種の忌避等

による影響（生物間相互作用） 

コウモリ群集の変化の有無等による生態系（典型

性）への影響の総括 

・コウモリ群集の組成の変化 

・昆虫類への影響の程度 
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4.4 生息適地解析等について 

【ポイント】 

①生息適地の解析に際しては、既往の学術的知見等を十分に踏まえて行ってください。 

②既往知見が分かっているものはそれらを活用することも大事です。 

③生息適地解析は、データの質・量に応じて様々な手法が存在することから、適切なモデル構築に対して

十分な知識が求められます。 

【解説】 

・生息適地の解析に際しては対象種の既往の学術的知見等を十分に踏まえて行ってください。 

・繁殖地や餌場等に関する既往知見が分かっている場合にはそれらを活用することも大事です。 

・営巣環境や餌場環境の推定のためモデル構築を行う場合、既往のデータだけでなく、対象種の生態

に即した説明変数を検討し、対象とすることが良いモデルの構築につながります。 

・例えば、上位性注目種の餌場を推定するような場合には、当該種の餌生物の生息場所の条件を考

慮した説明変数を設定するなど、種間関係等も踏まえて、より現実に即したモデルとなるように検討す

ることが考えられます。 

・また対象種の空間の利用状況や分布状況に対応したメッシュサイズで推定することも重要です。 

・営巣環境解析においては、データ数が少ないことが多いため、モデルを適用することが不適切な場合が

少なくありません。モデルの使用に際しては、既往の文献等から用いているデータ数や説明変数の設定

などに十分注意を払ってください。 

・餌場環境の推定では、営巣地データと異なり、狩りに関わる行動に関する多数のデータによって狩場

のポテンシャルをモデルで解析した事例がありますが、採食環境解析においては、餌種や狩場の調査に

バイアスがかかっていることもあることに留意してください。 

・このような場合には、無理にモデルを作成せず、「猛禽類保護の進め方（改訂版）」（平成 24 年

12 月 環境省）といった既往のガイドの考え方を参考に狩場等を評価する方法もあります。 

・なお、モデルの種類や解析の留意点、メッシュサイズ（空間の解像度）やサンプリング等のデータの信

頼性、取り扱いについては、「保全生態学の技法（平成 22 年）」（角谷 拓 第 6 章広域スケー

ルでの生物空間分布解析法）、「環境影響評価における生物多様性保全に係る空間・地理情報

の把握活用手法 暫定案(ver.1.０)」（平成 25 年 3 月環境省）などを参照してみてください。 
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4.5 生物間相互作用について 

【ポイント】 

①生態系の中で構成されている生物群集では様々な生物間相互作用があります。 

②生物間相互作用には種間の捕食－被食関係だけでなく、様々な関係が認められています。 

③生態系の上位性、典型性等の観点から生態系への影響を予測する場合には、事業による注目種等へ

の影響だけでなく、注目種等が影響を受けることにより生物間相互作用を通じて及ぼされる他種への影

響も予測することが望まれます。 

【解説】 

・生態系の中で構成されている生物群集では図 4.5.1 に示すような様々な生物間相互作用がありま

す（図 4.5.2 も参照）。 

 

 

巌佐ら(2003) 

図 4.5.1 生物間（２種間）の様々な相互作用のタイプ 
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A:直接効果（種１が種２を捕食（－の符号・実線矢印））。B 間接効果（種 3 も種 2 を捕食す

るが、種３は種１により捕食されるため、種 1 は種２に対して間接的に正の影響（＋の符号・点線矢

印）を与えている。C 純効果（直接効果と間接効果を差し引きした種１の種２への純効果） 

                  宮下・野田(2003)を一部改変 

図 4.5.2 捕食－被食による生物間相互作用のイメージ 

 

・こうした影響が食物連鎖を通じて波及する場合、この生物間相互作用を栄養カスケードと呼んでいま

す（図 4.5.3）。 

 

 
亀田(2001)を一部改変 

図 4.5.3 栄養カスケード効果 

  

栄
養
カ
ス
ケ
ー
ド 
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・生態系の上位性、典型性等の観点から生態系への影響を予測する場合には、事業による注目種等

への影響だけでなく、注目種等が影響を受けることにより生物間相互作用を通じ波及した他種への影

響についても考察することが望まれます。 

・その際、典型性注目種等の抽出（26 ページ）で述べた通り、施設稼働後はポジティブ、ネガティブ、

ニュートラルなど種によって様々な反応が考えられます。 

・これらの反応の違いは、同じ分類群内だけでなく、異なる分類群間や栄養段階間で生じることも想定

されます。 

・例えば、国外における最近の知見では、上位性の捕食者の採食行動の変化が、餌生物である被食

者の密度や選択圧に大きな影響を与えていることを示唆する知見等も得られています（コラム３参

照）。 

・このように最新の知見に注意を払い、エビデンスが蓄積された関係について留意して検討してください。 

 

【コラム３：生物間相互作用の研究事例】 

 

・インドの Western Ghats における栄養カスケー

ドの例を図 4.5.4 に示しました。 

・0.5km2 以内での風車の有無とトカゲ Sarada 

superba の密度、トカゲを捕食する鳥類（猛

禽類）の密度と攻撃数を比較しました（各３

箇所）。 

・風車の存在しないところと比較し、風車の存在す

るところでは、捕食者密度、捕食者の攻撃数は

有意に低く、トカゲの密度は有意に高いことが示

されました。 

・この現象は栄養カスケードと考えられています。 

・なお、トカゲの行動にも変化が生じており、人間

が近づいた際、風車下でのトカゲの方が逃避距

離が統計的に有意に短くなっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

トカゲの一種 Sarada superba  

（
３
時
間
当
た
り
の
確
認
数
） 

 

捕
食
者
密
度 

（
３
時
間
当
た
り
の
攻
撃
数
） 

 
 

捕
食
者
の
攻
撃
数 

（1
0
0
m

当
た
り
の
確
認
数
） 

 
 

ト
カ
ゲ
の
密
度 

有        無 

0.5km2内に風車の有無 

図 4.5.4 栄養カスケードの例 
Thaker et al. (2018) 
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5. 環境保全措置 

（※本章は、本委員会の中で具体的な検討が十分にできていない段階であることに留意してください） 

5.1 環境保全措置の優先順位 

【ポイント】 

・環境保全措置には回避、低減、代償があり、事業者が自身でコントロールできる回避、低減、代償の順

に確実性が高いことから、回避から積極的に実施することが不確実性の低減につながります。 

【解説】 

・環境保全措置には表 5.1.1 に示すように、回避、低減、代償があります。 

・環境保全措置を事業者自身がコントロールできる「予防的（preventive）保全措置」（事業地の

選択等による影響の回避や保全対象への影響の物理的なコントロール等）と自然の修復力に頼る

「修復的（remediative）保全措置」に区別すると、回避、低減、代償は図 5.1.1 のように表すこ

とができます。 

・予防的保全措置は、事業者の判断で事業計画への反映等により実現できることから、効果の確実

性が高く、優先的に実施することが不確実性の低減につながります。 

・修復的保全措置は自然の修復力に期待する部分もあり、移植後の動植物種の定着の不確実性や

長期的な維持管理の労力やコストが必要な場合もあるため、自然環境の特性によっては実施が困難

となって、保全の効果としては予防的保全措置よりも不確実性が高くなることも考えられます。 

(以上、環境省 2017 を参考に記載) 

 

表 5.1.1 回避、低減及び代償の考え方 

区分 内 容 

回避 行為（影響要因となる事業における行為)の全体又は一部を実行しないことによって影響を回避

する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって

影響を発生させないことも回避といえる。 

【例】事業の中止、事業実施区域やルートの変更等による保全対象への影響の回避 

低減 低減には、「最小化」、「修正」、「軽減／消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、

行為の実施の程度又は規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受

けた環境そのものを修復、再生又は回復することにより影響を修正すること、軽減／消失とは、行

為の実施期間中に環境の保護又は維持管理を行うことにより、影響を軽減又は消失させること。 

【例】工事工程の変更、施設構造の変更、防音壁の設置、緑化等 

代償 損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環

境の保全の観点からの価値を代償すること。 

【例】 本来存在した対象とは異なる存在の創出、本来位置した場所から離れた場所での創出等 

環境省(2017)  
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環境省(2017)を一部改変 

図 5.1.1 環境保全措置の区分と不確実性の関係 

 

【事例 5-1 手戻りの事例】 

・風力発電事業の準備書手続きにおいても十分な回避が検討されなかったことから、手戻りが生じてい

る場合があります（表 5.1.2）。 

・以上のように、重大な影響が想定される場合には、事業者自身がコントロールすることができ、確実性

の高い回避、低減、代償の順に検討することが手戻りを無くすことにつながります。 

 

表 5.1.2(1) 準備書手続きでの手戻り事例（猛禽類：イヌワシ） 

 
 

 

 

 

小 ← 環境保全措置の不確実性 →大  

  

・風車設置のとりやめ 

・事業地の選択 

・施設の配置・構造の

変更 

・工事工程の調整 

等 

 

・物理的な影響の低減(改

変区域の最小化等) 

・施設の運用における影響の

低減（排水の浄化等） 

・改変区域での植栽 等 

・改変区域外での

植栽や移植 等 

・事業区域外のエリ

アの確保や各種

対策 

低減 代償 

 

回避 

 

修復的保全措置：事業者が自然に働き

かけ、自然のレジリエンス（修復力）を活

用して修復、再生、創出等を行う措置 

予防的保全措置：事業者自身がコントロール

可能な措置 

 

 

・残る影響と同等以

上の代替地の創出 

等 

生物多様性 

オフセット 
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表 5.1.2(2) 準備書手続きでの手戻り事例（猛禽類：クマタカ） 

 
 

表 5.1.2(3) 準備書手続きでの手戻り事例（自然度の高い植生） 

 
 

表 5.1.2(4) 準備書手続きでの手戻り事例（渡り鳥） 

 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(2018) 
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5.2 環境保全措置の選定状況 

【ポイント】 

①ほとんどの事業で「改変を必要最小限にとどめる」等の共通の環境保全措置が挙げられていました。 

②環境保全措置の区分は「低減」が多くなっています。 

③工事中に実施する環境保全措置が多く、風車稼働後の存在・供用時の保全措置が少ない状況にあり

ます。 

④注目されることの多いバードストライク・バットストライクに対する保全措置の種類は多くありませんでした。 

【解説】 

・77 事業の準備書に記載されている環境保全措置を表 5.2.1 に整理しました。 

・ほとんどの事業で「改変を必要最小限にとどめる」、「工事区域外への立ち入り制限」、「ライトアップは

実施しない」等、共通した環境保全措置が挙げられています。 

・環境保全措置の区分は、「回避」の場合が少なく、「低減」が最も多くなっています。 

・工事中に実施する環境保全措置が多く、風車稼働後の存在・供用時の保全措置が少なくなってい

ます。 

・特に、風力発電事業の環境影響評価において着目されることの多いバードストライク・バットストライク

に対する保全措置の種類は多くありませんでした。 

・風力発電所のリプレース事業では、イヌワシの出現数が激減した事例があります（由井、私信）が、

鳥類の忌避等は予測されてこなかったことから、これらに対する環境保全措置は検討されていません。

今後の事後調査により影響が明らかになった場合には、環境保全措置も並行して検討しておくことが

望まれます。 

・なお、風車直下の裸地を緑化する例もありますが、捕食者の餌生物の誘引につながることも懸念され

ていることから、こうした環境保全措置については慎重に検討することが必要です。 
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表 5.2.1 環境保全措置の記載事例の整理結果 

 
＊コウモリを対象にした保全措置のうち「ライトアップを実施しない」ものに関しては、昆虫類の誘引を防止

する目的のものも含む。  

実施時期 区分 環境保全措置内容 事業数
回避 ①風力発電機の基数削減、一部取りやめ 15

低減 ②事業予定地の一部縮小（事業規模の縮小） 6

低減
③風力発電機の種類（低騒音）及び配置（累積的影響
考慮)の検討

3

低減 ④送電線のルート変更 1

低減 ①改変を必要最小限にとどめる 74

低減 ②工事区域外への立ち入り制限 72

低減 ③工事方法の配慮（低騒音・低振動工法、平準化） 5

低減 ④覆砂工、静砂工等による飛砂防止等 4

回避 ⑤夜間工事を実施しない 4

低減 ⑥効率的な施工計画（施行期間の短縮） 1

低減 ⑦工事実施区域の分散（移動分散への配慮） 1

低減 ①排出ガス対策型・低騒音・低振動機械の使用 68

低減 ②車両の運転注意（衝突防止・環境負荷軽減） 61

低減 ③建設機材の性能維持及び適正配置 5

低減 ④工事車両等の色彩上の配慮 1

低減
①動物の生息環境の分断を低減（U字溝を使用しない
等）

60

代償 ②裸地部の植生回復（環境の復元） 57

低減 ③樹林伐採の制限及び在来種を用いた緑化 21

低減 ④水辺環境の保全 4

代償 ⑤移植による個体群の保全 2

代償 ⑥餌資源の創出 1

低減 ①環境保全措置内容の周知徹底 64

低減 ②外来生物の持ち込み・拡散防止 6

低減 ③継続的な知見収集及び追加的な保全措置の検討 5

低減 ④産業廃棄物の適切な処理 4

低減 ⑤定期的な清掃（餌となるゴミの放置を無くす等） 2

回避 ①送電線の地下埋設（鳥類の移動経路確保） 31

回避 ②餌場・渡りルート等を考慮した風力発電機の配置 4

低減 ①営巣木を考慮した工事の実施 10

低減 ②営巣地付近の工事は繁殖時期を考慮する 6

低減 ③繁殖を考慮した工事の実施 4

代償 ④人工代替巣の設置 4

低減 ①ライトアップは実施しない 72

低減 ②航空障害灯への配慮（閃光灯利用、常時点灯） 38

低減 ③風力発電機の視認性を高める 16

低減 ④定期的なバードストライクの確認及び知見収集 7

工事中 低減 ①ライトアップは実施しない 72

存在供用時 回避 ②フェザリングの実施 1

計画策定時 回避 ③一部箇所での風力発電機の設置を避ける 1

低減 ①沈砂池等による濁水流出の低減 57

低減 ①土砂流出防止柵等による土砂の流出防止 49

コウモリ
バットスト
ライクにつ

いて

工事中
濁水

土砂

計画策定時

鳥類

工事計画
について

工事中

繁殖・営
巣につい

て

バードスト
ライクにつ

いて存在・供用時

対象

計画策定時 計画
事業計画
について

工事中
工事の
実施

工事実施
内容・方
法につい

て

工事機
材・車両に

ついて

周辺環境
の保全に
ついて

その他
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5.3 累積的影響について 

【ポイント】 

①累積的影響について審査の段階で検討を指摘される場合もあります。 

②アセス図書で累積的影響を検討している場合があり、別事業者による事業について検討している場合も

ありました。 

③累積的影響を検討している主な対象は「渡り鳥の移動経路」についてでした。 

【解説】 

・隣接地に既存の風力発電所が存在する場合には、審査の段階で累積的影響について検討を指摘

される場合もあります。 

・累積的影響について、アセス図書における検討の有無について整理し、検討されている場合には事業

者についても整理しました（表 5.3.1）。 

・累積的影響について検討を行っていた 11 事業のうち７事業が同じ事業者間、4 事業が別事業者

間での検討でした。 

 

表 5.3.1 累積的影響 整理 

  
 

・累積的影響の主な対象は「渡り鳥の移動経路への影響」でした。 

・同事業者間では、各事業の調査結果から累積的影響を検討し、別事業者間では、合同で渡り鳥

調査をするほか、調査は実施せず風車の配置から累積的影響を検討していました。 

 

  

事業数
なし 66

同事業者間 7
別事業者間 4

検討有無

あり
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6. 影響の程度に関する考え方 

6.1 影響程度の事例と影響程度の評価方法 

【ポイント】 

①風力発電事業による生態系への影響に関する国内の事例は非常に少なく、影響の程度等はほとんど不

明な状況にあります。 

②これは事後調査を実施するまでに至った事業がまだ少ないこと等に依っています。 

③影響程度等が集積・整理されないままであれば、調査・予測の簡略化や重点化が進まず、実際の環境

保全措置によってどの程度回避・低減されているのかも不明のままとなります。 

④各事業者が事後調査結果を明らかにし、事例を蓄積することで環境影響評価の迅速化が進むと考えら

れます。 

【解説】 

・風力発電事業による生態系への影響に関する国内の事例は少なく、影響が及ぶ対象や影響の程度

等がほとんど不明な状況にあります。 

・これは事後調査を実施するまでに至った事業がまだ少ないこと、事後調査を実施していてもその結果

がほとんど明らかとなっていないこと等に依っています。 

・影響が及ぶ対象や影響程度等が不明なままであれば、いつまでも同じ調査・予測を繰り返すことにな

り、調査・予測の簡略化や重点化が進まない状況になります。 

・「発電所に係る環境影響評価の手引」（平成 29 年５月経済産業省商務流通保安グループ電力

安全課）によれば、風力発電事業による生態系への影響の評価は「調査及び予測の結果に基づい

て、地域を特徴づける生態系に係る環境影響が、実行可能な範囲内で回避又は低減されているか

を検討し、環境保全についての配慮が適正になされているかを検討する。」こととなっています。 

・しかし、実際に実施した環境保全措置によってどの程度回避・低減されているのかも不明のままであり、

予測の不確実性も高いままとなることから、実施する事後調査も継続することになります。 

・このような現状を変えるには、各事業者が事後調査結果を蓄積し、影響内容について整理・公表す

ることにより環境影響評価の迅速化、経費削減が進むものと考えられます。 

・なお、予測結果において、例えば「周辺に広く残存するから影響は小さい」といった予測がなされる場合

がありますが、影響の評価方法は「実行可能な範囲内で回避又は低減されているか」であり、事業者

が実行可能な範囲で影響の回避又は低減を行った場合に、残る影響について代償を検討した上で、

更に残る影響が生態系の構造や機能を変えてしまうほど大きいのか、あるいは注目種等に不可逆的

な影響を与えるほど大きいのか、あるいは不確実性が高いのかを検討することが適切な予測、評価に

なります。 
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7. 事後調査を念頭に入れた現地調査の考え方 

7.1 事後調査計画及び事後調査の実施状況 

【ポイント】 

①風力発電事業による生態系への影響は不明な点が多く、予測の不確実性の程度が大きいこと等によ

り、事後調査を実施する場合が多くなるものと想定されます。 

②これまでの事後調査計画は事業実施前後での定量的な比較が可能なものとはなっていない場合が多く

なっています。 

③事後調査結果については経年的な調査結果を示していますが、定性的な比較にとどまるような場合が

多くなっています。 

④今後、風力発電事業における影響予測の不確実性を低減し、事後調査の項目を絞り込むためにも、

事前事後の結果を定量的に比較することが可能な調査計画の策定及び調査の実施が望まれます。 

【解説】 

＜主務省令による事後調査の必要性＞ 

・事後調査については、発電所アセス省令第 31 条第１項第１号～第４号に該当する場合には、事

後調査を実施することとなります。 

一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 

（過去の環境アセスメントの実績等から、まだ予測の手法が確立されておらず、予測の結果と実

際の結果に大きな差が生じるおそれがあると思われる場合）。 

二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

（の環境アセスメントにおいて環境保全措置として行われた例が少なく、環境保全措置の効果

が十分に検証されていない環境保全措置を講じる場合）。 

三 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細

なものにする場合 

（環境影響評価の実施段階で想定した環境保全措置の内容について、工事の実施及び供用

開始後の状況を踏まえ、それをより詳細なものにすることを想定している）。 

四 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償

措置に係る知見の充実の程度により、事後調査が必要であると認められる場合 

（効果が十分に検証されていない代償措置を講じる場合や代償措置の知見が少ない場合等、

事後調査を通じて代替措置の効果を把握する必要がある場合等が考えられる）。 

（発電所に係る環境影響評価の手引（H29 年５月）の記載を一部略記） 

・以上のように、主務省令による事後調査の必要要件から、影響程度に関する知見に乏しく、予測の

不確実性の程度が大きくなりがちなこと、環境保全措置の効果に関する知見も乏しい状況であること

等から、事後調査を実施しなければならない事項が多くなるものと想定されます。 
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＜事後調査計画の状況＞ 

・77 事業の準備書に記載されている実施予定の事後調査内容及び事後調査結果の公表方法を表 

7.1.1 に整理しました。 

・事後調査計画では、調査期間及び回数を記載している事業は多数ありましたが、調査範囲や調査

地点を記載している事業は少ない状況にありました。 

・また、調査地点数等を明記している事業であっても、事後調査項目によっては、事前調査より地点数

が減少している場合や調査地点が異なる場合があり、風車の供用前後で比較できないことも想定さ

れるような計画でした。 

・以上のように、事業実施前の段階から定量的な比較が困難である場合もあることが伺えます。 

 

表 7.1.1 事後調査 整理結果 

 
 

参考：環境影響準備書における事後調査計画に関する記載状況 

○実施しない場合 

・「環境保全措置を確実に実行することにより予測及び評価の結果を確保できると考えられるため事

後調査は実施しない」と記載されています。 

○死骸調査 

・主にバードストライク、バットストライクの有無の調査です。 

・調査期間は稼働後 1 年間、月に 2 回が多い。渡り時期に調査頻度を多くしている事業もあります。 

・一部事業では衝突確率の精度を高めるため、家禽の死骸とセンサーカメラを用いたスカベンジャーに

よる死骸の持ち去り調査です。 

○上位性注目種の調査 

・主に定点観察による生息状況調査や飛翔状況調査です。 

・事後調査を実施する目的は、衝突確率の予測結果の検証、実際の状況把握です。 

・多くの事業が上位性注目種を含む希少猛禽類を対象としています。 

・調査地点数は多数の事業で記載されていますが、調査地点の位置は多くの事業で記載されていま

せん。 

事業数
実施しない 1
死骸調査 75
上位性注目種の調査 30
典型性注目種の調査 3
特殊性注目種の調査 1
渡り鳥に関する調査 17
一般鳥類の生息状況調査 8
繁殖状況の調査 18
猛禽類の渡り調査 4
コウモリ類の行動確認調査 3
その他 3
報告書を作成 68
事業者HP 60

事後調査項目

公表方法

事後調査
内容
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○典型性注目種の調査 

・主に餌量調査や生息状況調査です。 

・現地調査時と同様の調査を実施し、事業実施前後の変化を検討することとしています。 

○渡り鳥に関する調査 

・主に定点観察による生息状況や移動状況調査（飛翔軌跡、飛翔高度、確認時間等の記録）で

す。 

・調査時期の多くは春季、秋季の渡り時期です。 

○一般鳥類の生息状況調査 

・主にラインセンサスやポイントセンサス調査で、任意観察を実施予定の事業もあります。 

・多くの事業で、事前調査時と同様の場所で調査実施予定です。 

○繁殖状況の調査 

・調査対象は、クマタカやノスリ等の希少猛禽類が主です。 

・主に定点観察による生息状況や繁殖状況の調査で、複数の事業では営巣地探索調査も実施予

定です。 

・多くの事業で地点数は記載されていません。 

○猛禽類の渡り調査 

・調査対象は、ハチクマやサシバ等の希少猛禽類です。 

・主に定点観察による飛翔状況（飛翔軌跡、飛翔高度等の記録）です。 

○コウモリ類の行動確認調査 

・主にバットディテクターによる夜間確認調査です。 

・ある事業では、生息状況調査、飛翔高度調査を各季 1 回実施するほか、バルーンにバットディテクタ

ー及び録音機器を搭載し飛翔高度及び飛翔頻度の調査を計画しています。 

 

＜事後調査の実施状況＞ 

・事後調査報告書の作成は、環境影響評価法第三十八条の二や発電所アセス省令第三十五条で

定められており、基本的事項において、事後調査の結果や環境保全措置の効果等の記載が義務付

けられています。 

・また、事後調査報告書の作成・公表の時期は、工事が完了した段階での１回を基本としていますが、

明確な期限はなく現時点で公表されている事後調査報告書は少ない状況にあります。 

・地方公共団体においても、現在 47 都道府県と 20 政令市のすべてにおいて環境影響評価条例が

制定・施行されていますが、報告期限に関する記載のあるものは少ない状況です。 

・いくつかの事後調査報告書について記載内容を表 7.1.2、表 7.1.3 に整理しました。 

・これらの事後調査報告書では経年的な記載が行われていますが、事前事後の調査結果を定量的に

比較し、予測結果の検証、環境保全措置の有効性等について検討は行われていませんでした。 

 

・B 事業地周辺における鳥類群集の調査を事業実施前後で行い、結果を比較したところ、風車の周
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辺 200m以内の森林における鳥類のテリトリー密度、種数密度がコントロールに比べ、統計的に有意

に減少していることが報告されています（武田 2013）。 

・このように、我が国のこれまでの風力発電事業において忌避等の生態系への影響については予測事

項となっていないことから、今後は事前事後調査結果を比較することにより実態が明らかになってくるも

のと思われます。 

・今後の風力発電事業における影響予測の不確実性を低減し、事後調査の項目を絞り込むためにも、

事前事後の結果を定量的に比較することが可能な調査計画及び調査を実施し、生態系への影響

程度、環境保全措置の有効性の把握が望まれます。 

・なお、「猛禽類保護の進め方」(改訂版)」等の環境省等の指針では、クマタカ・イヌワシについては4～

5 年程度、オオタカ、サシバについては 2 年程度の事後調査の実施が望ましいとされています。 

 

表 7.1.2 事後調査報告書内容整理結果 

 

  

事業名 県条例等内容 記載内容 作成年度等

A事業
H19-24までの6回作成。
工事期間中から全供用後2年ま
で作成。

B事業

H25-30までの6回作成予定で、
現在はH29年度の結果まで公
開。
工事中から全供用後2年まで作
成予定。

C事業

H25-30までの6回作成予定で、
現在はH29年度の結果まで公
開。
工事中から全供用後2年まで作
成予定。

D事業
作成必要
提出期限記載なし

・事業の概要
・事後調査の項目、手法及び結果
・調査結果のまとめ

H29.8に作成。
事後調査の内容は、工事前の
H24から稼働後2年間のH28ま
での結果を記載。

E事業
作成必要
提出期限記載なし

・事業の概要
・事後調査の項目、手法及び結果
・環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
・事後調査結果により判明した環境の状況に応じて講ずる環
境の保全のための措置の内容、効果及びその不確実性の程
度：特になし
・専門家の助言：事後調査計画と事後調査結果について
・事業主体の変更
・一体的に報告書に記載すべき事項（環境監視の結果）

H30.10に作成。
事後調査の内容はH27-28の工
事中及び稼働後1年間の結果
を記載。

F事業
作成必要
提出期限記載なし

・事業の概要
・事後調査の項目、手法及び結果
・環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
・環境の状況に応じて講ずる環境保全のための措置の内容、
効果及びその不確実性の程度：特になし
・専門家の助言

H30.11に作成。
稼働後約1年間に実施した事後
調査の結果について記載。

5月31日までに、前年
の4月1日からその年
の3月31日までの1年
間に係る事後調査の
結果を取りまとめ、事
後調査報告書を作成

・事業の概要
・事後調査結果：当該年度に実施した事後調査の結果を記
載。
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表 7.1.3 事後調査実施状況例（6事業） 

対象事業実施面積 改変面積 出力最大 単機出力 設置基数

ha ha kW kW 基

A事業 35ha 35ha 38,000 2,000 19
①バードストライク・バットストライク
②クマタカ調査
③コウモリ調査

①風力発電機の保守点検時（週1回以上）
②H19：1,3月 各3日
　 H20：1,3-H21.1月 各3日
 　H21：1,2,5,6,7月 各3日
　 H22：1,3,4,6,8月 各3日
　 H23：2,3,4,6,7月 各3日
　 H24：1,3,5,7,8月 各3日
③H20,H22：初夏季、夏季、秋季、冬季

①報告書に記載なし
②定点観察（性別、個体数、行動、確認位置等を記録）
　 巣内観察（巣内の雛の確認、写真撮影）
③生息状況調査（出洞時・入洞時の計数、BDによる周波数確認）
　 繁殖状況調査（繁殖の有無（幼獣の有無）確認：初夏季・夏季）
 　移動経路調査（隧道周辺でのBDによる確認、移動方向の記録）
　 バットストライク調査（コウモリの死骸確認）

①報告書に記載なし
②事業実施による繁殖活動への影響は極めて
小さい、供用後も利用状況は概ね変化しなかっ
た。
③生息種に変化なし、風力発電機の稼働による
コウモリ類の生息個体数、繁殖状況及び移動経
路への影響は認められなかった。

B事業 52.5ha - 80,000 2,000 40

①ノスリ、クマタカ
②ヨタカ
③ツツジ群落移植
④バードストライク、バットストライク

①H24：3-7月 各3日
　 H25：2,3,4,5,6,7,10,12月 各3日
　 H26：1-7月 各3日
　 H27：2,3,4,6,8月 各3日（クマタカ対象）
　 H28：2,3,4,6,7,8月 各3日（クマタカ対象）
　 H29：2,3,4,6,7,8月 各3日（クマタカ対象）
②H24：5-6月 各2日
　 H25：5-7月 各2晩
　 H26：5-7月 各2晩
　 H27：5-7月 各2晩
　 H28：5-7月 各2晩
③H24：3月
 　H25：移植時（4月）移植後1,3,6ヶ月後（5,7,10月）
　 H26：6月（移植1年後）
　 H27：5月（移植2年後、補足調査）
　 H28：5月（移植3年後、最終調査）
④H28.2-H29.3

①定点観察（種、個体数、雌雄、行動等を記録）：5-10地点
 　移動観察
　 林内踏査（過年度に確認された古巣での繁殖状況把握）
②任意踏査（夜間の鳴き声確認、翌昼間の出現環境、生息状況の確
認）：6-7測線
③移植調査（移植地の選定、移植の実施）
　 活着確認調査（移植後の生育状況確認）
④特に記載なし

①現段階では事業実施による繁殖活動への影
響は軽微。
②伐採や造成に伴う森林域の減少を忌避して
いないように考えられ、事業実施による影響は
小さいと考えられる。
③移植地の環境は良好、アセビ-ヤマツツジ群
落として回復傾向にある。
④現時点ではバードストライク、バットストライク
とも確認なし。

C事業 37.77ha 47.49ha 50,000 2,000 25

①重要な動物（クロツグミ、オオル
リ、キビタキ）
②上位性（クマタカ）
③典型性（常緑広葉樹林、落葉広
葉樹林、スギ・ヒノキ人工林）
④特殊性（カヤネズミ）

①H26-29：5-7月 各1回
②H25-29：4-翌年3月 各3日
③H25：10月
　 H26：5,11月 各1回
　 H27：5,9月 各1回
　 H28：5,9月 各1回
　 H29：5,10月 各1回
④H26：11月
　 H27：7月

①任意踏査によるソングマッピング（繁殖期間中）
②定点観察：2-8地点
③群落コドラート調査（事業による周辺植生変化把握のため）：14地
点
④任意調査（球巣の確認）

①現段階では、過年度に営巣や囀り等の繁殖
兆候が確認された。
②現段階では、供用後にも繁殖が確認された。
③概ね衰退はなく生息生育基盤としての役割を
果たしていると考えられる。
④事業とは関係なく生息環境が変化

D事業 - - 16,000 2,000 8

①希少猛禽類（クマタカ、ノスリ、サ
シバ）
②鳥類、コウモリ類の風力発電機
への衝突状況

①H24：5,6,7,8,9月 各3日
　 H25：5,6,7,9月 各3日
　 H26：4,6,7,8,9月 各3日
　 H27：4,5,6,7,9月 各3日
　 H28：4,5,6,7,9月 各3日
②H27.7-H28.6 週1回

①定点調査（繁殖状況調査）：11営巣地
②風力発電機周辺の鳥類及びコウモリ類の死骸の有無確認：すべて
の発電機

①営巣地の殆どは工事中、工事後においても
利用が確認され、事業による影響はないものと
考えられる。
②風力発電機周辺における、鳥類及びコウモリ
類の死骸は、調査期間中に確認されなかった。

E事業 182.4ha 2.5ha 19,500 2,300 9

①ミサゴの繁殖状況
②バード、バットストライク
③希少猛禽類
④渡り鳥
⑤コウモリ
⑥ノスリ（上位性注目種）のバード
ストライク
⑦ノスリ（上位性注目種）の生息状
況

①H27：4-8月 各3日
②H28：4,5,9,10月 週1回、6,7,8,12月 月2回
　 H29：3,9,10,11月 週1回、1,2,8,12月 月2回
③3日/1回
　 H28：4,5月 各3回、6-8,12月 各1回、9,10月 各2回
　 H29：1,2月 各1回、3,9-11月 各2回
④3日/1回
　 H28：4,5月 各3回、9,10月 各2回
　 H29：3,9-11月 各2回
⑤H28：6,8,9月 各3日
⑥H28.4-10,12月、H29.1-3,8-12月
⑦H28.4-10,12月、H29.1-3,9-11月

①定点観察調査（行動等を記録）：5地点（1日あたり2地点を選定）
②調査範囲に落ちている死骸や羽根等の確認：9地点
③定点観察調査（行動、飛翔高度の記録）：7地点（1日あたり5地点を
選定）
④定点観察調査（行動、飛翔高度の記録）：7地点（1日あたり5地点を
選定）
⑤任意踏査（BDによる超音波の確認）：任意踏査ルート
　 バルーンにBD、録音機を搭載し、超音波を記録：2-3地点
⑥調査範囲に落ちている死骸や羽根等の確認：9地点
⑦定点観察調査（行動、飛翔高度の記録）：7地点（1日あたり5地点を
選定）

①ミサゴの繁殖への影響はほとんどなかった。
②31個体のバードストライク及び3個体のバット
ストライクの可能性のある事象が確認された
が、影響の程度は著しくなく環境保全措置は概
ね有効であったと評価。
③希少猛禽類への影響は小さかった。
④渡り鳥への影響は小さかった。
⑤コウモリ類への影響は小さかった。
⑥ノスリの死骸は確認されなかった。
⑦ノスリへの影響は小さかった。

F事業 43.7ha 4.7ha 16,000 2,000 8
①バードストライク・バットストライク
②クマタカ

①H28.12-H29.10 各2回/月、H29.11月 3回
②H28.12-H29.8 各3日/月

①風力発電機周辺を踏査し鳥類痕跡等を確認：8地点
②定点観察（生息状況調査）：24地点（1日あたり8地点を選定）

①バードストライクの可能性がある事例は1事例
のみの確認であり、影響は著しいものではない
と考えられる。
②工事による一時的な影響が見られた可能性
があるものの、稼働後の影響は小さかったもの
と考えられる。

事業名称 結果概要調査方法調査時期調査対象
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7.2 事後調査を念頭に入れた現地調査に向けて 

【ポイント】 

①環境影響評価の段階において、調査計画を工夫することにより予測の不確実性をできるだけ低減するこ

とが考えられます。 

②事前事後の調査結果を比較可能とする調査デザイン（BACI デザイン）に基づく事前調査を実施する

ことにより、事後調査を実施した場合には生態系へのエビデンスの蓄積とより良い環境影響評価になるも

のと考えられます。 

【解説】 

＜予測の不確実性を低減するための現地調査＞ 

・現在は、風力発電事業の環境影響評価では、事後調査を実施しなければならない場合も多くなるこ

とが想定されますが、調査計画を工夫することによって予測の不確実性をできるだけ低減しておくことが

考えられます。 

・例えば、森林域における対象事業実施区域及びその周辺域において、既に伐採跡地がある場合に

はその伐跡群落を将来の風車回りの植生と見立てて、伐採後の環境変化やそこに出現する種の想

定に活用することも考えられます（図 7.2.1 St7,St7’）。 

・もし近傍に既存の風力発電所があり、その近傍で調査が可能な場合には、既存の風力発電所周辺

と対象事業計画地で調査を実施し、比較することが考えられます（この場合は、対象事業計画地で

の調査がコントロール、既往風力発電所の調査がインパクトと見立てた CI（Control－Impact）の

デザインの調査と考えることができます）。 

 

＜事後調査を念頭に入れた現地調査＞ 

・風力発電事業による影響に関するこれまでの知見の集積状況等から、事後調査を実施しなければな

らないことを想定し、調査計画の策定時点から事前調査結果と事後調査結果を定量的に比較可能

な調査デザイン（BACI デザイン(Before-After/Control-Impact) 図 7.2.1、図 7.2.2 参照）

を念頭に調査計画を立てることが有効です。 

・更に可能な限り定量的な調査を実施することで、事前の予測が定性的であったとしても、事後調査

結果が得られた時点で定量的な比較が可能となり、影響の程度を明らかすることができるようになりま

す。 

・定量的な調査については、既に国内でモニタリングが実施され、定量的な比較が実施可能な調査手

法を参考にすることが考えられます。 

・例えば、鳥類の個体数を比較するのであれば、環境省のモニタリングサイト 1000 で実施されているス

ポットセンサスの手法に沿って実施することなどが考えられます（これにより近傍のモニタリングサイト

1000 の調査地点があれば、これらのデータとの比較も可能となります）。 

・また、事業実施前後の風車周辺域における鳥類種の分布状況を平面的に捉えることで、変化の状

況をより一層具体的に比較したい場合には、テリトリーマッピング法を採用するようなことも考えられます。 

・事前に調査ができない事項については事後での証拠の蓄積（衝突の現況把握、実際の衝突数の推

定等）を念頭に入れた事後調査計画を立てることが有効です。 
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図 7.2.1 BACIデザインによる風車周辺における調査範囲及び調査地点配置イメージ  
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＊図 7.2.1 の地点を参照 工事中のモニタリング結果は省略  

図 7.2.2 BACIデザインによる事前・事後調査結果の比較イメージ 

 

 

＜参考:事後調査の解析手法の例（環境省 2017 より一部引用、改変）＞ 

・主要応答曲線(PRC：Principal Response Curves)は、横軸は経過時間、縦軸はコントロール

に対する生息環境が変化した生物群集の変化の程度が比較することができます。 

・自然条件下での対照とした群集変化は縦軸を常に０とし、人為的影響を受けている地点の相対的

な変化や、群集組成変化に対する種毎の寄与程度も同時に示すことができます。 

・図 7.2.3 では、渓畔林に隣接する森林の伐採・集積方法の違い（図中ではコントロール、Uncut

（実験区内で伐採せず残した樹林地）、GPL（伐採した樹木をグラップルスキッダーで丸ごと引きず

って持ち出し）、CTL（伐採した樹木を切りそろえて搬出）の 4 つ）による渓畔林内の鳥類群集経

時変化を、縦軸を常にゼロとしたコントロールと比較した場合にどのくらい変化したのかを示しています。 

・３年間で GPL 区、CTL 区の鳥類群集がコントロールに比べ著しく変化し、その群集変化に最も寄与

しているはスズメの一種（図中では WTSP）の増加とムシクイの一種（OVEN）の減少であることが

示されています。 

・また、図 7.2.3 では、9 年後の 2006 年には、どの伐採区もコントロールの群集組成に近づいている

ことが示されています。 
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出典：Hanowski et al.(2007) 

図 7.2.3 森林伐採の違いによる渓畔林中の鳥類群集の変化程度と経年変化 
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8. 今後の課題 

・本委員会で十分に議論できなかった事項も含め、今後は以下に示す課題について検討し、風力発

電事業における生態系への影響予測評価を充実することが望まれます。 

 

＜今後検討すべき課題＞ 

・代表的な事業規模、地域における現地調査の実施と実データに基づく本書の考え方の実践、再検

討、エビデンスの集積 

・多岐にわたる風力発電事業による生態系への影響を適切に予測する手法（特に、複数種あるいは

種群による定量的な影響予測） 

・これまでの環境保全措置の改善あるいは新たな手法の収集・整理 

・現在実施されている事後調査結果の詳細整理と課題の抽出及び事後調査のあり方の検討 

・将来実施されることが想定されるリプレースにおける既往データの活用方法の検討及び現地調査の考

え方の整理 

・累積的影響を考慮することが望ましい複数の発電事業地の配置、基数等の状態、影響評価、環境

保全措置等の考え方等 
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参考資料：コウモリ群集を注目種等とした場合の現地調査等について 

・コウモリ類には重要種が多く、そのほとんどは「動物」における調査対象となっていることから、生態系の

典型性の注目種等としてコウモリ群集が選定された場合には、得られた最新技術のデータを生態系に

も活用することで、「動物」と「生態系」のデータを兼ねることができます。 

・ここではこれまでにあまり実施されてこなかったコウモリ類の調査手法や調査の観点について紹介しまし

た。 

・なお、森林伐採、分断化、森林面積の改変に伴うコウモリ類への影響やこれに伴う昆虫類への影響

については小池ら(2019)が参考になります。 

 

＜コウモリ類の新しい調査技術＞ 

①コウモリ類の高高度での音声録音、姿の撮影 

・バルーンにバットディテクターを取り付けて、高空のコウモリ類の音声を録音する方法があります

（Rodrigues et al.(2014)）。 

・最近ではドローンに音声録音機、赤外線ビデオカメラを取り付け音声とともにコウモリの撮影を行った事

例があります（Fu et al.2018、参考図 1）。 

 

Fu et al.（2018） 

参考図 1 コウモリ調査用ドローン例 

 

②コウモリ類の活動量調査 

・活動量等の調査で録音した音声は、参考図 2 に示すように昆虫を捕獲する寸前に発するバズ音

（参考図 ２の③）の有無を確認することで、餌場としての利用状況についても把握可能になると考

えられます。 

・ただし、バットディテクターにより集音可能な距離は、種によって異なりますが、せいぜい 30m 程度であ

り（参考表 1）、広範囲の状況を把握するためには、風車から距離別に複数点での調査が必要に

なります。 

 

１．集音マイク 

２．発砲スチロール 

３．上方向きの赤外線カメラ 

４．赤外線ビデオカメラ 

５．録音機 
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Reimer et al.（2018） 

参考図 2 コウモリの探餌時の音声波形例 

 

参考表 1 バットディテクターによる集音可能な距離の例 

 

Monadjem et al.(2017)を一部改変 
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③環境別のコウモリ類の出現状況の把握 

・Fukui et al.(2011)は、林冠ギャップ約 30 カ所で各種コウモリの活動量を音声センサスによって調べ

ています。 

・その結果，参考表 2 のように森林構造の変化によりミクロな空間スケールでの種構成が変化すること

が示されています。 

・このような調査は風力発電事業の対象事業実施区域やその周辺で同様な調査が可能なので、風車

の存在・供用時での種組成変化の予測に活用することが考えられます。 

 

参考表 2 環境利用タイプ区分 

タイプ 構成種 影響の程度 

a 
細長い翼を持ち，音声の周波数が低く，周波数帯域が

狭い種 
ギャップサイズの影響がない 

b 幅広い翼を持ち，周波数帯域の広い音声を発する種 
ギャップサイズが大きくなると 

劇的に活動量が低くなる 

c 上記 2 タイプの中間型の翼形質を持つ種 
ギャップサイズが中程度で 

活動量が最大となる 
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用語解説 

 

１）忌避（displacement） 

ある刺激やストレス等に対して反応し距離を置くなど、直接の刺激に対する行動である。 

 

２）回避（avoidance） 

・刺激やストレスを受けること自体を避ける行動である。 

 ※環境影響評価の環境保全措置ににおける「回避」は行為（環境影響要因となる事業行為）

の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する（発生させない）こと。 

 

３）栄養カスケード（栄養段階カスケード）（trophic cascade） 

高次捕食者から、その餌生物、さらにその餌となる植物へと捕食の影響が高次栄養段階から低

次栄養段階へと波及することを意味し（逆に低次栄養段階から高次栄養段階に影響を与える場

合もあり）、これが一本の滝のようであることから、trophic cascade（栄養カスケード、栄養の

滝）と呼ばれている。 

 ※カスケード＝階段状に連続する滝 

 

４）葉面積指数（LAI） 

ある土地の上部にある植物のすべての葉面積を積算した値を、単位土地面積あたりに換算した

値（m2/m2）。植物の葉は光合成がおこなわれる場として重要であり、葉面積指数は森林等の

生産量と相関関係がある。 

 

５）正規化植生指数（NDVI） 

植生指数（植生指標）は、植物による光の反射の特徴を生かし衛星データを使って簡易な計

算式で植生の状況を把握することを目的として考案された指標で、植物の量や活力を表す。正規

化植生指数（NDVI）は、リモートセンシングの多バンドデータから植生の有無・多少・活性度を表

す指標であり、次式で定義される。 

NDVI＝（IRーR）／（IR＋R） 

※IR：近赤外領域の反射率、R：可視領域の赤の反射率 

 

６）TWINSPAN 

群集生態学において用いられる分類型の多変量解析手法の一つ。クラスター分析が個々の対

象から出発して似たものを順にグループ化していくのに対して、TWINSPAN では全体を繰り返し分

割してグループを作り出すという手順で、序列化手法の 1 つである反復平均法（Hill, 1973）を

利用して序列化を行う手法である。 
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７）IndVal（Indicator Value） 

IndVal 分析法は、グループのサンプルを特徴づけている指標種及び種集団を見いだす手法で、

任意の環境類型区分を設定し、その環境類型区分の注目種等の候補を見いだすために用いること

ができる。 

 

８）ギルド 

同一の栄養段階に属し、ある共通の資源（餌など）に依存して生活している複数の種または個

体群のことで、食物獲得方式など生活の仕方に共通性が見られる。 

巌佐ら(2003)等を参考に記載 
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