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はじめに
風力発電は、新エネルギーの一つで、電気を
得る際に火力発電等と異なり二酸化炭素を排
出しないクリーンなエネルギー源であるとと
もに、新エネルギーの中でも経済性、効率性(設
備利用率)、
環境性(ライフサイクル CO2 排出量)
等に優れている。このように風力発電は、地球
温暖化防止に寄与する環境にやさしい発電方
式である反面、周辺環境に影響を及ぼす可能性
もあることから風力発電施設の設置計画時に
は環境影響評価を行う必要がある。
平成 22 年 2 月 22 日の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を法の対象事業とし
て追加することを検討すべきこととされた。本
答申を受けて環境省は、平成 22 年 10 月から平
成 23 年夏頃までを予定として風力発電施設に
係る環境影響評価の基本的考え方に関して検
討を開始している。
ここでは頁数の制約もあるため、風力発電に
よる環境影響として騒音・低周波音、バードス
トライク(鳥の衝突)及び景観を選定し、その概
要を取りまとめた。

が視認でき、音圧レベルは空力音が機械音より
も卓越していることが分かる。
音は、大気の微小な圧力の変化が音速で伝搬
する物理現象である。音の中で不快に感じる音
を騒音という。一般的に人が聞き取ることが可
能な音(可聴音)の範囲は 20～20,000Hz で、日
本では 1Hz～100Hz を低周波音(低い周波数の聞
き取りにくい音)、1Hz～20Hz を超低周波音(人
間には聞き取りにくいけれども、圧力が大きい
と耳に感じる場合がある)と呼ばれている。

機械音

空力音(広周波数帯域)
(後縁の騒音/翼端渦騒音)

空力音(低周波数帯域)
(ブレードとタワーの干渉)

図 1 発生源からの風車音の分布(30 秒平均)

２ 主要な環境要因
2.1 騒音・低周波音
風力発電施設による風車音の発生源は、機械
音と空力音に分類される。機械音は、ナセル内
に設置されている発電機、増速機、ポンプ、換
気ファン等に起因するもので、ナセルカバーを
通過したり、換気口等の開口部から漏れたり、
あるいは機器の振動が伝搬しナセルカバーや
タワーから放射される。空力音は、ブレードの
回転に伴って放射される音で、その大きさや周
波数特性は翼端周速、翼形状等に依存する。図
1 は、マイクロフォンアレイ(音カメラ)を用い
た風車音の可視化の計測結果である(1)。ナセル
とブレードから風車音が放射されていること
本稿は、電気学会誌(2011 年,Vol.131,No.7)に掲載
した原稿を基本とし、図版を追記したものである。
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(1)

環境省水・大気環境局大気生活環境室は、風
力発電事業者と都道府県に対してアンケート
調査を行い、風力発電施設の騒音・低周波音に
関する苦情の有無等について取りまとめてい
る(2)。その主要な結果の概要を以下に示す。
・騒音・低周波音に関する苦情・要望書等のあ
った施設は約 16.5%(64 箇所)で、その内、問
題が終結したものが 39 箇所であった(未終結
25 箇所)。
・風車の定格出力が大きいほど、風力発電施設
の設置基数が多いほど、また総出力が
5,000kW 以上の施設で苦情等の発生割合が高
くなる傾向がみられた。
アンケート調査で苦情等があった風力発電施
設の内、4 所の施設において騒音・低周波音の
実態調査が実施された(3)。その結果から読み取
られることとして、「苦情者宅内での可聴音の
全体のレベルは 45dB 程度以下であること」
「施
、

外では施設設置後のモニタリング調査として、
加速度計(衝突の振動測定)、高感度カメラ、赤
外線ビデオ等から成る監視システムが構築さ
れている(10)。
バードストライク対策は、基本的には風力発
電施設の計画地域として鳥類の渡りのルート、
営巣域、索餌域等を外すことや、風車の配列・
高さの変更等であるが、対症療法的には施設周
辺の鳥類の餌場(小動物生息域)を無くすため
の草刈り(裸地化)、ブレードの彩色、風車の近
傍に案山子(かかし)、反射テープ、ストロボ発
光器、爆音器の設置等があげられる(11)。

設の近傍地点において 150Hz～200Hz に特徴の
ある騒音・低周波音が計測されたサイトもある
こと(風車に近いと環境基準(住居用地域：45dB
以下)を超えるケースもある)」、
「風車の稼働・
停止による騒音・低周波音の変化が確認された
こと」、
「超低周波音は非常に低いレベルで健康
被害は考えられないこと」等があげられる。一
般的には通常の騒音対策で対応が可能と考え
られるが、変動音は耳に残り不快に感じる人が
多いことからその影響を精査する必要がある。
風力発電と低周波音の関連性について、海外
では風車音は人間に生理学的悪影響を及ぼさ
ない(4)、あるいは病理学的な影響を与えること
はないが人間に与える影響は既存の設置ガイ
ドラインに従うことで最小化が可能である(5)等
の知見がある。ただ、様々な理由で風車音を不
快に感じている人もいることから、2010 年度か
ら 3 年間掛けて実施される環境省の「風力発電
等による低周波音の人への影響評価に関する
研究」により風車音の物理特性と人間に対する
生理・心理的影響の関連性についての科学的な
解明が待たれる。
2.2 バードストライク
鳥類以外にコウモリ類等を含めた動物が風車
の回転するブレードに衝突して斃死する事象
をバードストライク(鳥の衝突)と呼ばれてい
る。鳥類を中心とする動物への影響は、風車へ
の衝突死、生息地の喪失・変更及び回避行動に
伴うエネルギー消費量の増加等があげられる
(6)
。バードストライクによる影響は生残率の低
下、生息地の喪失等の影響は繁殖の変化に関わ
るもので、これらの影響が大きいと鳥類の個体
群が減少する可能性がある。
鳥の飛翔高度とブレードの回転高度が一致す
れば衝突の確率が高くなるが、バードストライ
クは風力発電固有の問題ではなく、ビル、自動
車、飛行機、鉄道、送電鉄塔等の人工物に相当
数の鳥類が衝突死していることは既に良く知
られている(7)。衝突死の原因の一つとして「モ
ーション・スミア(モーション・トランスペア
レント)」と呼ばれる現象があり、これは風車
のブレードのように時速 300km 程度の速度にな
ると鳥の目には回転翼が透けて見え衝突する
ことである(8)。わが国における鳥類の衝突事例
は、北海道、岩手県、愛媛県、長崎県、沖縄県
等の風力発電施設にみられるが(9)、斃死数は発
見率に依存するのでバードストライクの実態
を把握することは難しい面がある。そのため海

図 2 案山子による鳥の風車への接近回避方法(11)

環境省自然環境局は、バードストライクの低
減化と地域住民や自然保護関係者等との合意
形成が図られることを目的として、平成 23 年 3
月に「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」を取りまとめている(11)。ここ
で得られた知見とともに、一部の風力発電事業
者により実施されているバードストライクに
係る基礎的なデータの蓄積により、将来、有効
な鳥類の衝突回避・低減策が確立されるものと
考える。
2.3 景観
風力発電施設は、基本的には開放系の風通し
の良好な場所に設置するため視認できる場所
は多い(図 3)。施設は、導入初期の頃、ランド
マークとして観光のシンボル的な扱いを受け
ていたが、風車の大型化や導入量の増加に伴っ
て複数の施設が隣り合う等、景観問題が懸念さ
れることとなった。環境省総合環境政策局は、
平成 22 年 4 月 1 日時点で稼働中の 384 箇所の
風力発電施設(20kW 以上)に対してアンケート
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図 3 高台への風力発電施設の設置例(12)

調査を行っている(回収率 59.1%)(13)。その結果、
景観に関する苦情、要望書等が提出された施設
は 4 箇所(内、1 箇所は終結)で、その原因は事
業実施区域が自然公園やその近傍であること、
住宅から数百メートルの距離で圧迫感がある
こと、眺望点からも視認されること等である。
なお、景観の保全対策として風車の配置・数
量・高さ、風車タワーの色彩等の変更があげら
れる。
景観の基本的な予測手法は、可視領域図から
調査範囲を検討して主要な眺望点からのフォ
トモンタージュを作成し、それを基に物理指標
(視野占有率、見込角等)を算定するとともに、
地域住民等へのヒアリング等による価値認識
調査を行って評価する。景観評価は個人差があ
るため難しいけれども、可能な限り客観的な評
価を行うことが重要である。
３

おわりに
風力発電は、エネルギー問題、地球温暖化問
題に対応可能なため、省エネルギーとともに、
今後、一層の導入促進が期待されるエネルギー
源である。環境に配慮した風力発電施設の設置
は、広く国民の理解を得ることができ、積極的
な導入が図られ、エネルギーの確保と低炭素社
会の実現に近づくことになる。
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