■JWPA News

風力発電環境影響評価自主規制に向けて
－環境影響評価法改正の動向と協会自主規制の位置付け－
環境部会 環境影響評価規程WG 佐久間日良
1. は じ め に
東 日本 大震 災の 時、被 災地 では 、電気・
水道 など のラ イフ ライ ンが 寸断 され 一時
各避 難所 は孤 立状 態と なっ た。
ま た、 災害 時に 対応 する 医療 機関 にお
ける 自家 発電 も長 期に 渡っ ての 停電 を想
定し てい ない ため 、各 種医 療機 器が 使用
でき なく なり 、人 工透 析や 人工 呼吸 器等
を使 用し てい る患 者は とて も危 険な 状況
に陥 った 。確 かに 現在 行わ れて いる 大規
模な 発電 所で 集中 的に 発電 し、 それ を送
配電 網に より 需要 者に 届け る方 式は 効率
的な のか もし れな い。 しか しな がら 、一
旦中 枢の 発電 所が ダウ ンし てし まう とそ
の社 会的 な影 響は とて つも ない 大き さに
なっ てし まう 。
今 後は 、現 在の 送配 電網 の中 に分 散型
の自 然エ ネル ギー を導 入し て行 くこ とに
より 災害 に強 い電 源の 供給 体制 が出 来る
ので はな いか と考 えて いる 。
こ の様 な事 から 、今 後各 地に 分散 型電
源と して の風 力発 電所 を多 く建 設す るこ
とが 必要 とな って くる 。
従 来、風力 発電 所が 建設 され る際 には、
発電 事業 者が 自主 的に 環境 影響 評価 を行
って いた が、 自主 的な 環境 影響 評価 は実
施の 「強 制力 」や 「客 観性 」に 欠け ると
の指 摘を 受け 、環 境影 響評 価法 の項 目に
風力 発電 所を 追加 すべ きで はな いか との
意見 が出 るよ うに なっ た。
日 本風 力発 電協 会（JWPA）で は、 風力
発電 所が 環境 影響 評価 法の 対象 事業 とな
るこ とは 、環 境影 響評 価に かか る「 コス
ト」 と「 時間 」が 風力 発電 の導 入促 進を
著し く阻 害す ると の考 え方 から 「風 力発
電環 境影 響評 価規 程」 を策 定し 協会 員が
風力 発電 所を 建設 する 際に は本 規程 に沿
った 環境 影響 評価 を行 うこ とを 呼び かけ
41

従来 指摘 され てき た自 主ア セスメ ント の
欠点 を補 う事 に努 めて きた 。
し かし なが ら、 国の 中央 環境審 議会 の
答申 では 、風 力発 電所 が環 境影響 評価 法
の対象として追加される事となっている。
2. 環 境 影 響 評 価 法 改 正 の 動 向
2-1 環 境 影 響 評 価 法の 現 在 ま での 動 き
環 境影 響評 価法 は、 その施 行か ら10年
ごとに施行状況を見直す事になっている。
今回 はそ の10年目 にあ たり、 平成 22年2
月22日 中央 環境 審議 会答 申「今 後の 環
境影 響評 価制 度の 在り 方に ついて 」に お
いて 、風 力 発 電施 設の 設置に 当た って は、
騒音 、バ ード スト ライ クの 被害も 報告 さ
れて いる 等か ら、 「風 力発 電施設 の設 置
を法 の対 象事 業と して 追加 するこ とを 検
討す べき 」と され た。 上記 答申を 受け 、
環境 省で は、 風力 発電 施設 の設置 を環 境
影響 評価 法の 対象 事業 とし て追加 する に
当た って 必要 な技 術的 事項 につい て検 討
を行 う「 風力 発電 施設 に係 る環境 影響 評
価の 基本 的考 え方 に関 する 検討会 」を 平
成22年10月か ら開 催し 、同法 の対 象と す
べき 風力 発電 事業 の規 模や 、環境 影響 評
価の 項目 並び に調 査、 予測 及び評 価の 手
法の 基本 的考 え方 等に つい て検討 が行 わ
れた 。
2-2 今 後 の ス ケ ジ ュー ル
風力 発電 所の 環境影 響評 価法 適用 スケ ジ
ュー ルは 以下 の通 りと の事 であ る。
政 令公 布：
H23 年 10 月
省 令公 布：
H24 年 4 月
省 令施 行：
H24 年 10 月
（H25 年 4 月 改正 環境 影響 評価法 の施
行）

る際 の環 境影 響評 価マ ニュア ル」 を作 成
する のも 一つ の方 法と 考えて いる 。

上 記手 続き の中 で平 成23年10月
には 環境 影響 評価 法の 対象 事業 規模 要
件が 決定 され る。対象 規模 要件 につ いて
は「風 力発 電施設 に係 る環 境影 響評 価の
基本 的考 え方 に関 する 検討 会報 告書 」の
中で 、風力 発電 所の「 総設 備容 量1万kW.
以上 を環 境影 響評 価法 の対 象と する べ
きで ある 」という 意見 の検 討委 員が 多か
った が座 長案 とし て2～3万kWと いう 意
見や5,000kWとい う意見 もあ った とい う
こと も報 告書 には 記載 され た。
3. 協 会 自 主 規 制 の 今 後
3-1 小 規 模 風 力 発 電所 の
環 境影 響 評 価 マニ ュ ア ル と し て
環 境影 響評 価法 の対象 とな る風 力発 電
所 の 規 模 が 仮 に 1万 kW以 上 と な っ た 場 合 、
この 規模 は第 一種 事業 とし ての 規模な の
で、 第二 種事 業ま で考 える と設 備容量 が
7500kW以 上の 風力 発電 所は 実質 的に環 境
影響 評価 法の 対象 とな る可 能性 が高い 。
現 在は 風力 発電 機の 大型 化が 進み、 事
業者 の多 くは １基 あた り2000～3000kW級
の風力発電機を設置する場合が多いため、
4基 以上 のプ ロジェ クト は環 境影 響評 価
法の 対象 事業 とな って しま う。こ こで、4
基程 度の 風力 発電 機を 特別 高圧 の送電 線
に連 系す るこ とは 、設 備に かか るコス ト
と売 電収 入が 見合 わな いの で単 機設置 、
配電線連系のケースが多くなるであろう。
日 本風 力発 電協 会の 環境 影響 評価規 程
では 、単 機設 置の 場合 であ って も影響 が
ある ため 、環 境影 響評 価を きち んと実 施
すべ きで ある 立場 をと って いる 。しか し
なが ら、 単機 設置 の場 合で は明 らか に影
響範 囲は 複数 基設 置す る場 合よ り小さ く
なる と考 えら れる 。
ま た環 境影 響評 価規 程は 、「 風力発 電
のた めの 環境 影響 評価 マニ ュア ル（第 二
版） 」（NEDO）を ベー スに して 作成 して
いる ため 、設 備容 量が 10,000kW程度 の風
力発 電所 を対 象に した 調査 項目 、予 測手
法が 記載 され てい る。 よっ て今 後は 、日
本風 力発 電協 会環 境影 響評 価規 程の発 展
版と して 、「 小規 模風 力発 電所 を設置 す
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3-2 風 力 発 電 所 特 有の 環 境 影 響調 査
技 術 指 針 （ 解 説書 ） と し て
「 風力 発電 環境 影響 評価 規程Ver.1.1」
（JWPA） が平 成23年5月 に発 刊さ れた が、 調
査や 予測 方法 につ いて もう 少し 詳しい 解説
書が 必要 であ ろう と考 えて いる 。
騒 音・低 周波音 の調 査方 法や 評価 基準 値に
つい ては 、環 境省 の委 託事 業で 研究 が進 めら
れているため、それ以外の動植物・生態系、
景観 、電波 障害 、シャ ドウ フリ ッカ ーな どの
風力 発電 所設 置に 特有 の環 境影 響項目 の調
査・予 測方法 につ いて 環境 影響 評価 法に も対
応で きる 形で 、よ り詳 しく 解説 する 技術 指針
（解 説書 ）へ と発 展さ せて 行く こと も有 益で
ある と考 えて いる 。
4. お わ り に
東 日本 大震 災後 、各 方面 で今 後の 日本 のエ
ネル ギー 供給 のあ りか たに つい て、活発 な議
論が 展開 され てい ます 。風 力発 電業 界に 所属
する 者と して 、風 力発 電の 導入 促進 と環 境調
和を 目指 し、次世 代に 誇れ る再 生可 能エ ネル
ギー を残 して 行き たい と考 えて いる。
最 後に なっ てし まい まし たが 、手 間の かか
る作 業や 会議 に参 加頂 き貴 重な 意見を 下さ
った 環境 影響 評価 規程 WG諸 氏と 協会事 務局
の方 々に 感謝 いた しま す。

