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静岡県西部の風力発電所で見つかったコウモリ類 2 種の
死骸について
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ABSTRACT We researched on the bat strikes at a wind power plant in western
Shizuoka Prefecture. There we found three bat corpses, including a single and two
individuals of Japanese pipistrelle Pipistrellus abramus and Asian parti-colored bat
Vespertilio sinensis, respectively.
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近

年，再生可能エネルギーへの関心の高まりと

トストライク調査（死骸探索調査）を実施した．

ともに，風力発電所の建設が各国で進んでい

その結果，バットストライクに遭ったと考えられ

るが（環境省，2017），これまでに存在しなかった

る 2 種 3 個体のコウモリ類を確認したので報告を

高所空間に風力発電機が建設されることから，風

行う．

力発電機のブレードにコウモリ類や鳥類が衝突し
て死亡するという問題が生じている（日本野鳥の

調査地および方法

会，2008, 2011 など）．この問題はバットストライク，
バードストライクと呼ばれ，既に風力発電の導入

調査地は静岡県掛川市の海岸線に既設された

が進む欧米では調査研究が進んでいる（Reynolds,

「遠州掛川風力発電所」である（図 1）．発電機数

2006; Kunz et al., 2007; Robert et al., 2007 など）. し

は 7 基であり，2011 年より稼働している（国立研

かし , 国内ではバードストライクについての調査

究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構，

研究は行われているものの（日本鳥類保護連盟，

2018）．近接して 2009 年より稼働し，同型の風力

2010; 環境省自然環境局野生生物課，2011），バッ

発電機を採用する「浜野風力発電所」の 1 基が存

トストライクについての調査研究は福島県内の風

在している（図 1）．現地案内板によれば発電機の

力発電所地区内において複数の部位を骨折したヒ

タワー高は 78 m，ローター直径は 82 m である．

ナコウモリ Vespertilio sinensis (Peters,1880）の死骸

現地調査は 2017 年 8 月 20 日，同年 9 月 4 日お

が見つかった事例が知られているに過ぎない（佐

よび 30 日，同年 10 月 9 日および 14 日に実施した．

藤ほか，2017a）
．

死骸探索調査の方法は，発電機直下まで近づけ

筆者らは国内ではさらに多くのバットストライ

ない箇所もあるため，大東総合運動公園内や駐車

クが発生しているものと予想し，その実態は緊急

場等に設置されている発電機 No. 2–6 までの 5 基
（図

に把握される必要があると考えていることから，

1）を調査対象とし，ブレードの回転範囲の直下の

静岡県西部に既設されている風力発電所でのバッ

裸地や草の少ない場所を徒歩により調査した．探
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図 1．調査地 （●：遠州掛川風力発電所，▲：浜野風力発電所， No.：本調査における風力発電機の番号．地理院
地図より作成）．調査対象とした発電機は No.2 ～ 6 とした．

索方法は，ヨーロッパの風力発電所建設における

い．ウジの成長状態から死後数日以内．性別：オス．

コウモリ類調査ガイドラインの死骸探索調査を参

齢別：当歳獣（指骨骨化未了）．前腕長：33.6 mm．

考に (Rodrigues et al., 2015)，ライントランセクトと

体重：腐敗のため未計測．拾得者：重昆達也，本

し，調査員 2 名で 1 基あたり 30 分間の調査を行っ

多宣仁．同定者：佐藤顕義．保管先：佐藤顕義．

た（調査員 1 名の場合は 1 基あたり 60 分とした）
.な
お，調査に当たっては風力発電事業者等により立

② 個体 B（図 2B1–2）

ち入り禁止の柵等が設けられている範囲には立ち

拾得年月日：2017 年 8 月 20 日．拾得地：掛川市国

入らないように十分注意し，見学可能な範囲で行っ

安の大東総合運動公園内（図 1，発電機 No. 5）
．3

た．

次メッシュコード：5138-7075（BESSEL）．拾得場
所の状態：グラウンド外周部の裸地．発電機タワー

調査結果
１．死骸探索調査結果

からの方位・距離：355°，17 m．死骸の状態：腐
敗がかなり進み頭部欠損．ウジの成長状態から死
後 1 週間程度．性別：メス．齢別：成獣
（授乳痕あり）
．

調査の結果，2017 年 8 月 20 日に発電機 No. 4 で

前腕長：50.6 mm．体重：腐敗著しいため未計測．

1 個体（個体 A）および発電機 No. 5 で 1 個体（個

拾得者：重昆達也，本多宣仁．同定者：佐藤顕義．

体 B）のコウモリ類の死骸を発見した．さらに，同

保管先：佐藤顕義．

年 10 月 14 日には再び発電機 No. 5 で 1 個体（個体
C）のコウモリ類の死骸を発見した．確認状況は以

③ 個体 C（図 2C1–2）

下のとおりである．

拾得年月日：2017 年 10 月 14 日．拾得地：掛川市
国安の大東総合運動公園内（図 1，発電機 No. 5）
．

① 個体 A（図 2A1–2）

3 次メッシュコード：5138-7075（BESSEL）．拾得

拾得年月日：2017 年 8 月 20 日．拾得地：掛川市浜

場所の状態：発電機直下．発電機タワーからの方位・

川新田（図 1，発電機 No. 4）．3 次メッシュコード：

距離：304°，11 m．死骸の状態：ミイラ状態で損

5138-7074（BESSEL）．拾得場所の状態：駐車場で

壊著しく，頭部欠損および右前腕基部 2/3 付近で骨

あり完全な裸地．発電機タワーからの方位・距離：

折．右指骨類は消失．性別：不明．齢別：当歳獣（指

335°, 22 m．死骸の状態：腐敗しているが欠損はな

骨骨化未了）
．前腕長：48.5 mm．体重：損壊著し
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図 2．発見個体とその特徴．A1，2017 年 8 月 20 日発見個体（個体 A）
；A2，個体 A の頭部および上顎犬歯後尖；
B1，2017 年 8 月 20 日発見個体（個体 B）
；B2，個体 B の体側膜と後足の付着点；C1，2017 年 10 月 14 日発見個体（個
体 C）；C2，個体 C の体側膜と後足の付着点

いため未計測．拾得者：本多宣仁．同定者：佐藤顕義．
保管先：佐藤顕義．

個体 B および C については頭部が欠損していた
ことから頭骨や歯での同定が行えなかった．しか
し前腕長がそれぞれ 50.6 mm，48.5 mm であった．

2．拾得死骸の同定結果

佐藤ほか（2012）による静岡県に生息あるいは生

個 体 A に つ い て は， 前 腕 長 が 33.6 mm で あ る

息している可能性があるコウモリ類のうち，この

こと，上顎犬歯が大きくて後尖が相対的に小さい

前腕長の範囲に含まれる種としては，キクガシラ

ことから（阿部，2007；図 A2），アブラコウモリ

コウモリ Rhinolophus ferrumequinum Schreber,1774 が

Pipistrellus abramus Temminck,1838 と同定された．

前腕長 52–65 mm，コヤマコウモリ Nyctalus furvus
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Imaizumi and Yoshiyuki,1968 が前腕長 48–53 mm，ヒ

の研究では，このような開放空間を飛翔して採餌

ナコウモリが前腕長 44–54 mm，ユビナガコウモリ

するタイプのコウモリ類（aerial hunters）が，風力

Miniopterus fuliginosus Hodgson,1835 が前腕長 45–51

発電タービンとの衝突の危険性が高いハイリスク

mm であることから（前腕長はコウモリの会，2011

種として認識されている . 特に高高度で長距離の移

参照），4 種が該当する．これら 4 種のうち，キク

動をするタイプのコウモリ類はその危険性が増す

ガシラコウモリは第 2 指が中手骨のみであるが（阿

ことも知られている（Rodrigues et al., 2015）．

部，2007），個体 B および C ともに第 2 指は第 1 指

アブラコウモリの主な生息地は市街地であるが

骨が認められることから該当しない．さらにユビ

（コウモリの会，2011），本調査地は海岸沿いの工

ナガコウモリは第 3 指の第 2 指骨と第 3 指骨の合

業団地内に位置しており，より内陸部（北側）に

計長は第 1 指骨長の約 3 倍とされているが（前田，

は住宅地も密集している（図 1）．拾得されたアブ

2005），個体 B の第 3 指の第 1 指骨は 18.6 mm，第

ラコウモリの死骸（個体 A）にはレントゲン撮影

2 指 骨 は 12.5 mm， 第 3 指 骨 は 8.1 mm で 第 2 と

においても外傷は認められなかったが（図 3）
，拾

第 3 指骨の合計長は 20.6 mm となり，第 1 指骨長

得地点は風力発電ブレードの回転域直下であった．

の 2 倍以下であった．個体 C では第 3 指の第 3 指

海外では風力発電機によるコウモリ類の主たる死

骨の基部付近より先が消失していたが，第 1 指骨

亡原因のひとつとして，ブレードの回転による急

は 18.1 mm，第 2 指骨は 11.4 mm，わずかに残る第

激な気圧変化によって引き起こされる肺の過膨張

3 指骨は 1.5 mm で第 2 と第 3 指骨の合計長は 12.9

による損傷（バロトラウマ Barotrauma：圧負荷肺

mm となり，第 1 指骨長の 2 倍以下と考えられた（第

損 傷 ） が 挙 げ ら れ て い る（Baerwald et al., 2008）
．

3 指骨の先端を欠いていたが，翼形状からは個体 B

本個体は死後数日を過ぎ、内部が溶解しているも

と同様の指骨長を持つタイプのコウモリ類と判断

のと判断されたため解剖学的検査を行わなかった

された）
．そして，コヤマコウモリは体側膜が後足

が，国内でもバロトラウマによるコウモリ類の死

指の踵付近につくが（Yoshiyuki, 1989），個体 B お

亡が発生している可能性があることから，今後は

よび C ともに体側膜は後足外側中央やや下につい

死後の時間経過の短い死骸を解剖して確かめる必

ていたことから（阿部，2007；図 2B1–2, C1–2），個体

要がある．

B および C はヒナコウモリと同定された．

ヒナコウモリは森林や海蝕洞，人工物をねぐら
に利用する（コウモリの会，2011）．しかし，静岡

3．レントゲン撮影による死因調査

県では主に山間部で確認されており（佐藤ほか，

アブラコウモリ（個体 A）は死骸拾得時に外傷

2012）
，市街地の人工物でねぐらが見つかった記録

は認められず（図 2），レントゲン撮影によっても

はない．静岡県では県レッドリストにおいて情報

骨折などの損傷は見られなかった（図 3A）．一方，

2017）
不足（DD）と選定されている（静岡県，
．また，

ヒナコウモリ（個体 B）は死骸拾得時にすでに頭

本種は国内でも長距離の移動や渡りを行なうこと

部が欠損しており，左前腕の骨折が認められた（図

が明らかになっている（佐藤ほか，2017b）
．長距

2B1）．レントゲン撮影によって左前腕骨先端の単

離の季節移動を行うコウモリ類の多くが春と秋に

純骨折が確認できた（図 3B）．また腰椎付近にも損

移動を行うことが知られているが（Rodrigues et al.,

傷が見られたがその原因については不明であった．

2015）
，本研究でも 8 月および 10 月に死骸が確認

なお，もう 1 個体のヒナコウモリ（個体 C）につ

されたことから，本調査地を含む海岸線付近にも

いては，外部からの観察でも前腕部の骨折が明白

ヒナコウモリの移動個体が存在していることが推

であったためレントゲン撮影を行わなかった．

察される．
今回拾得されたヒナコウモリ 2 個体（個体 B お

考

察

よび個体 C）はいずれも頭部を欠損しており，前
腕にも骨折が認められた．レントゲン撮影におい

アブラコウモリおよびヒナコウモリは開放空間

ても個体 B には前腕に明らかな骨折部位が認めら

を飛翔して採餌や移動を行うタイプのコウモリで

れた（図 3）．これは 2 個体とも非常に強い衝撃を

ある（コウモリの会，2011）．近年，ヨーロッパに

受けたこと示している．これらの個体が何らかの

おける風力発電の建設がコウモリ類に及ぼす影響

動物の捕食あるいは落下後の摂食により，頭部の
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図 3．アブラコウモリ（上図，個体 A）とヒナコウモリ（下図，個体 B）のレントゲン写真．白丸は骨折部位．
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欠損および前腕が骨折した可能性は完全には否定
できないが，死骸がブレードの回転域直下にあっ
た状況から判断して，回転するブレードに衝突し
て頭部と体部が切断され，前腕が骨折した可能性
が高い．
国内におけるヒナコウモリの確実なバットスト
ライク事例は，福島県「布引高原風力発電所」で
の 1 事例のみであるが（佐藤ほか，2017a）
，三重
県の風力発電所の発電機下でも死因不明ながらヒ
ナコウモリの死骸が拾得された報告もあり（佐野，
2016），これらは，いずれも山間部の森林地帯で確
認されている．しかし，近年ヒナコウモリは越冬
期の前後に市街地や海岸線近くで確認される記録
があり（大沢ほか，2013；重昆，2012 など），仮
に本調査地の周辺が越冬地となっていた場合には，
移動期のみならず越冬期の前後にもバットストラ
イクが生じる可能性があるだろう．
今後，県内だけでなく国内各地の風力発電施設
に対して，バットストライクの発生時期，発生場
所の特性，影響を被る種の把握などの調査研究を
継続して行く予定である．併せて，当該地域のみ
ならず各地域の研究者や風力発電事業者との情報
交換を介して，バットストライク事象の研究を進
めて行きたいと考えている．

謝

辞

原稿について客観的なご意見をいただいた２名
の査読者およびレントゲン写真を撮影していただ
いた髙見宗広氏（東海大学海洋学部）に感謝申し
あげる．

引用文献
阿部永（2007）増補版日本産哺乳類頭骨図説．北海道
大学出版会，札幌，290 pp．
Baerrwald E. F., G. H. D’Amours, B. J. Klug and R. M. R.
Baraclay (2008) Barotrauma is a significant casuse of bat
fatalities at wind turbines. Current Biology, 18: 695–696.
重昆達也（2012）関東地方の市街地で確認された単独
のヒナコウモリ．コウモリ通信，19(1): 9–10．
環境省自然環境局野生生物課（2011）鳥類等に関す
る風力発電施設立地適正化のための手引き（http://
www.env.go.jp/press/press.php?serial=13331）（2017 年
10 月 28 日ダウンロード）
環境省（2017）平成 29 年版環境・循環型社会・生物

56

隆

多 様 性 白 書（PDF 版 ）
（https://www.env.go.jp/policy/
hakusyo）
（2018 年 3 月 9 日ダウンロード）
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）日本における風力発電設備設置実績一
覧 表（http://www.nedo.go.jp/library/fuuryoku/case/pdf/
pref_22.pdf）
（2018 年 3 月 9 日ダウンロード）
コウモリの会（2011）コウモリ識別ハンドブック改訂版．
文一総合出版．東京．88 pp．
前田喜四雄（2005）日本産翼手目（コウモリ目）検索表．
Pages 159–162 in 阿部永（監）
，日本の哺乳類，東海
大学出版会，秦野．
日本鳥類保護連盟（2010）環境省委託業務 平成 21 年
度渡り集結地衝突影響分析業務報告書 . 環境省，東
京．107 pp．
日本野鳥の会（2008）野鳥保護資料集 24 野鳥と風力発
電・ワークショップ 記録集．日本野鳥の会，東京 ,
189 pp.
日本野鳥の会（2011）野鳥保護資料集 28 野鳥と洋上
風力発電 影響とその評価．日本野鳥の会，東京，
236 pp.
大沢啓子・佐藤顕義・勝田節子・大沢夕志（2012）埼
玉県の新幹線高架におけるヒナコウモリ Vespertilio
sinensis の越冬期と出産哺育期の分布．埼玉県立自然
の博物館研究報告，8: 49–52．
Reynolds, D. S. (2006) Monitoring the potential impact of
a wind development site in the Northeast. The Journal of
Wildlife Management, 70: 1219–1227.
Robert M. R. Barclay, E. F. Baerwald, and J. C. Gruver
(2007) Variation in bat and bird fatalities at wind energy
facilities:assessing the effects of rotor size and tower
height. Canadian Journal of Zoology, 85: 381–387.
Rodrigues. L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, B.
Karapandža, D. Kovač, T. Kervyn, J. Dekker, A. Kepel,
P. Bach, J. Collins, C. Harbusch, K. Park, B. Micevski,
and J. Minderman (2015) Guidelines for consideration of
bats in wind farm projects Revision 2014. EUROBATS
Publication Series No.6, UNEP/EUROBATS Secretariat,
Bonn, Germany, 133pp.
佐野明（2016）三重県におけるコウモリ類の分布記録．
三重県総合博物舘研究紀要，2: 9–29．
佐藤顕義・勝田節子・三宅 隆・大場孝裕・山本輝正・
小長谷尚弘・髙山壽彦・佐々木彰央・藤井直紀・鳥
居春己（2012）静岡県中西部のコウモリ類．東海自
然誌 静岡県自然史研究報告，(5): 51–68．
佐藤顕義・小林知也・本多宣人・重昆達也・峰下 耕・
向山 満（2017a）風力発電におけるバットストライ
クに関する基礎的研究 福島県布引高原風力発電所
における調査結果（2012 年）
．東北のコウモリ，2:
1–6．

静岡県の風力発電所でのバットストライク

佐藤顕義・高橋 修・秋葉保夫・峰下耕・佐々木玲子・
作山宗樹（2017b）標識調査で明らかとなった東北
地方におけるヒナコウモリ Vespertilio sinensis の生
存期間と長距離移動．森林野生動物研究会誌，42:
37–44.
静岡県（2017）静岡県版 哺乳類レッドリスト 2017．
（http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-070/wild/
documents/02honyurui.pdf）（2018 年 3 月 10 日ダウン
ロード）

Kunz, T. H., E. B. Arnett, W. P. Erickson, A. R Hoar, G. D.
Johnson, R. P. Larkin, M. D. Strickland, R. W. Thresher,
and M. D. Tuttle (2007) Ecological impacts of wind
energy development on bats:questions, research needs and
Hypotheses. Frontiers in Ecology and the Environment, 5:
315–324.
Yoshiyuki, M. (1989) Systematic study of Japanese
Chiroptera. National Science Museum monographs, 7:
1–242.

57

