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環境審査顧問会風力部会

議事録

１．日 時：平成２４年１１月５日（月）１３：３０～１７：００

２．場 所：経済産業省別館１０階 １０１４号会議室

３．出席者

【顧問】

河野部会長、川路顧問、近藤顧問、関島顧問、日野顧問、村上顧問、山本顧問、

渡辺顧問

【経済産業省】

田所統括環境保全審査官、樫福環境審査班長、日野環境保全審査官、

渡邊環境審査係

４．議 題：環境影響評価準備書の審査について

１) 四国風力発電(株) 僧都ウィンドシステム発電事業環境影響評価準備

書

① 準備書の概要説明及び質疑応答

② 住民意見の概要及び事業者の見解

２） (株)グリーンパワーつがる ウィンドファームつがる風力発電事業環境

影響評価準備書

① 準備書の概要説明及び質疑応答

② 住民意見の概要及び事業者の見解

３）くろしお風力発電(株) 津軽十三湖風力発電事業環境影響評価準備書

① 準備書の概要説明及び質疑応答

② 住民意見の概要及び事業者の見解

５．議事概要

（１）開会の辞

（２）配布資料の確認

（３）議事進行方法の説明

（４）四国風力発電(株) 僧都ウィンドシステム発電事業環境影響評価準備書について、

事務局から説明資料の説明を行った後、質疑を行った。
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（５）(株)グリーンパワーつがる ウィンドファームつがる風力発電事業環境影響評価

準備書について、事務局から説明資料の説明を行った後、質疑を行った。

（６）くろしお風力発電(株) 津軽十三湖風力発電事業環境影響評価準備書について、

事務局から説明資料の説明を行った後、質疑を行った。

（７）閉会の辞

６．質疑内容

○経産省 準備書の審査に入る前に議事進行方法について説明させていただきます。

まず初めに、事務局から準備書、住民意見及びこれに対する事業者の見解について概要

をご説明いたします。その後、前回と同様、ＱＡ方式で進めたいと思っております。回答

に際しましては、顧問会運営要領第 13 条の規定に基づきまして、前回と同様、事業者側か

ら必要に応じて回答をしていただきます。

１）四国風力発電株式会社 僧都ウィンドシステム発電事業

事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明

○顧問 それでは、いろいろ質問が出る前に、私から全体に係わることについて質問さ

せていただきます。

本体５ページの図をみていただけますか。図２．２─２、設置計画位置図が出ています。

多分これからの議論に全部かかわる基本図だと思いますので、ここで最初に質問させてい

ただきます。

風力発電機の設置場所を８点、赤マルが打ってございます。その数ページ後ろに、道路

の「既設林道拡幅」という言葉が出てきますが、要は、その２─２の図の中に、これは多

分尾根筋に林道がずっとはっているのだと思います。これの拡幅工事の内容が一切記述さ

れておりませんけれども、これはやはりちゃんと記述していただかないと理解、影響評価

しにくいのではないかと思いますが、それが１点です。

それから、この図でみていただければお分かりかと思いますが、事業対象区域というの

はどういう考えでこれを設定されておられるのか、明確に定義を説明していただきたい。

後にもかかわってきますが、調査対象範囲。通常は、風車であれば１キロ圏というのが基

本的な調査対象範囲になり、あるいは植物については100メートルとか200メートルとか、

ある一定の範囲を調査するというのですけれども、調査範囲がどこにもしっかりと記載さ
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れていないので、どういう範囲を調査された結果なのかというのがよくわからない。その

辺をまず最初に確認させていただきたいと思います。

〇経産省 それでは、事業者側からご回答いただけますでしょうか。

○事業者 よろしくお願いします。

まず、第１点のご質問で、道路の拡幅等についての明記が詳しくないということでご指

摘がございましたが、基本的には今おっしゃった２─２─３の図をみていただきまして、

ちょうど真ん中の一番上のところに赤い線がございますけれども、これが既存の林道があ

るところでございます。幅が大体３メートルとか、軽トラが通るぐらいの道になっており

まして、ここは拡幅が必要になります。それでもってここは実施予定区域の中に一応入れ

込んでいます。それから、赤の先の緑色の道路といいますか、点々がございますけれども、

これにつきましては新設でつくらなければいけない道路になります。風車の赤いところが

８基ありますけれども、ここも全部道路新設という形になりますので、最終的には測量設

計を先月９月から 10 月にかけて行いまして、その図面ができ上がりますので、今度の 27

日の顧問会のときにはきちんとご提示ができると思いますので、そこでご説明を再度差し

上げたいと考えております。

２点目の対象事業実施区域の話でございますけれども、基本的には本件の場合は、風車

によって改変する可能性のある範囲プラス作業道路になりますけれども、そういった改変

の可能性のある範囲を対象事業実施区域として設定しております。したがって今回は風車

敷きと拡幅する可能性のあるところという道路がございましたので、そういったところを

含めて対象事業実施区域というふうに設定をさせていただいております。

調査範囲でございますけれども、基本的には風車の改変する可能性のあるところから両

側 100 メートルぐらいの範囲を調査範囲として考えて調査を行ってきております。ただし、

行動圏の広い、例えば猛禽類とかいった鳥類につきましては随時調査範囲を広げてまいり

まして、特に本件の場合は猛禽類のクマタカあるいは渡りというような観点で調査範囲を

別途広げて設定しているところでございます。

○顧問 ありがとうございました。事業者が説明された内容を次回あるいは評価書には

明確に書いていただきたいということです。特に山間地の尾根筋のところでそれなりに改

変工事をするということで、どの程度の土が動くのかということが理解できるような図面

を出していただければと思います。よろしくお願いします。

それでは、先生方でお気づきの点がございましたら、ランダムにいきたいと思います。

○顧問 では、まず、細かいことで恐縮ですが、２ページの「対象事業の目的」で「す

べての条件を満たしている」という文言がございます。「当該地域は寒候期は」云々の段落

ですが、最後のところで「すべての条件を満たしている」という記述になっています。
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それから、「愛南町には当該地域以外に適地はないと考える」という記述がございますが、

いずれも適切な表現ではないようですので、修正のほどよろしくお願いします。…何か、

愛南町には特別のご関係がおありなんですか。

○事業者 いえ、何もございません。

○顧問 細かい点ですが、よろしく。

○事業者 修正というのは、どのような形で修正を差し上げたらよろしいですか。

○顧問 この「すべての条件」というのは、すべての条件の内容がどこにも示されてい

ないわけで、文章としてあいまいになると思います。

「愛南町には当該地域以外に適地はない」と。愛南町に特定した理由、そして、ほかに

適地はないということを調べ尽くした上なのか、先ほどの「すべての条件」ということと

かかわってどうなのかというふうに、漠然としてではなく、具体的で明瞭な記述をお願い

したいと思います。

○顧問 恐らく風況調査とか何かいろいろやられているのだと思いますので、そういう

ことから考えた場合に適切であるのかないのかという物理環境的なシステムを設定する上

での条件としてここがいいというのが多分大前提になっての話だと思いますので、その辺

のことをちょっと説明していただかないと、先生がご指摘のように「すべての条件」とい

うのがちょっと理解しにくいということだと思います。

○事業者 風況的には、その辺に書いています年間平均が毎分６メートル以上吹いてい

るというのがございましたので、それを一応入れ込んでおるのですが。

○顧問 まあ、「すべての」というのはいいにくいかもしれませんので。

○事業者 そうですね、条件が整っていると。わかりました。

○顧問 では、ついでに言ってよろしいですか。

○顧問 どうぞ。

○顧問 事務局からも説明がありました 93 ページ、地形及び地質、人と自然との触れ合

いの箇所で、重要な触れ合いの場とか地形及び地質が存在しないという記述がございます

が、地域にとってはかけがえのない、たとえどんなに凡常な地形等であったにしてもそれ

なりに愛着もあるわけですから、記述の仕方としては、特に愛南町の居住者の方からご理

解を得られるようなものにしなければいけないと思います。愛南町はこういうものによっ

て新しい風景をつくっていく、風土・景観というのはそういうものを含めて考えていくと

いうことですので、余計、地元の方のご理解が得られるようなものに努力をされていった

ほうがいいかと思います。よろしくどうぞ。

○顧問 何点かありますけれども、まず、バードストライクの確率計算のところで、設

備利用率 21.5％という数字が出てきましたけれども、その数字は第２章において設備利用
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率はどれぐらいを想定して、ＣＯ２削減量がそれに基づいてどれぐらいになるかというこ

とをまずそこで記載していただけたらと思います。その根拠に基づいてバードストライク

の確率を計算する。

それから、大気に関しては、アセス省令の中では一応やらなければいけない項目である

と思いますので、それに関して、やらないのであればやらない理由をちゃんと定量的に書

いていただきたいということ。その際には、第３章において大気環境の現状がどうである

かを、多分近くに環境局とかはないとは思いますけれども、そうしましたら県の状況がど

うであるかとか、そういうことを記載していただければと思います。

○顧問 私からちょっと補足しますと、本件についてはＮＥＤＯマニュアルに基づいて

参考項目が設定されています。これは前回と前々回の風力部会でも事務局から申し上げて

ありますように、改正された別表５に基づいてそれなりの見解を出してくださいというこ

とになっていますので、次回にはそれを提示していただきたいと思います。

○顧問 川路でございます。質問したいものがいっぱいありますが、絞り込んで質問し

ます。

前にもたくさん準備書が出てきたので、見逃してしまったりもしているということで、

ちょっと勉強のためにお聞きしたいのですけれども、まず、106 ページの空間飛翔調査の

やり方ですけれど、環境省の手引きに沿ってやったというのですが、やはり結構難しいで

すよね。小さい鳥が 90 メートルのところを飛んでいるのか 120 メートルのところを飛んで

いるのかを実際どうやって測るのかということを、どこの準備書や方法書でもそうですが、

皆さんが納得できるような方法論を書かれたほうがよいのではないかと思います。

それから、213 ページ、衝突確率等を算出されるのは結構なのですけれども、そこにパ

ラメータというのは書いてあるのですが、衝突確率をこういうふうに計算したというのが

書いていないので。私も環境省の手引きなどを読んだのだけれども、どこに書いてあるの

かよくわからないので、何かその辺のところの確率計算のやり方とかいったことを書いて

いただければと思います。たとえば、パラメータの中で「全長」というのがあります。全

長というのはご承知のようにくちばしの先から尾羽の先までなのですけれども、特にタカ

とか何とかだと、翼を広げた長さの翼開長というもののほうがひょっとしたらフワフワと

飛びますから関係するのではないかと。もしくは衝突確率の出し方の式によっては通過す

る速度との問題になっているのか、その辺がちょっと知りたいので教えてください。

それから、260 ページで、最後に「環境保全措置の実施及びバードストライクの有無を

確認するための事後調査を実施することにより環境影響は低減されているもの」というの

は、これはさっと読んだらわからないのですけれども、何で事後調査を行うことが低減さ

れているのかなということになります。調査を行うだけで影響が低減されるのかという話
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になるので、これは文章がおかしいですよね。要するに、環境保全措置をこういうふうに

講じるとか、事後調査を行った後にこういうことをやるといったことを書かれたほうがい

いと思います。その前の表とかで環境保全措置というのは書かれているのですけれども、

ではどんな措置をとるのかといえば航空障害灯に白色閃光灯を使ったというだけではない

ですか。だから、何かそれで「可能な限り」というふうに大きくいえるかどうかという話

で、もっと環境保全措置というのはあるのではないかという感じがします。

もう１つ、きょう配られた住民意見の中で、タカ類の渡りで朝早くのほうがたくさん渡

っているのではないかという質問があるのに、事業者からの回答は答えになっていないよ

うな気がするので、これはさらなる調査をされたほうがいいのではないかという感じがし

ます。

済みません、たくさんいってしまって申しわけないです。

○顧問 私からも関連して、衝突の話が出ましたので。例えば、衝突数の計算結果とい

うのは、行動圏というか飛翔圏を大きいもので計算してやると分母が大きくなるので、当

然小数点以下の小さい数字になる。それから、飛翔速度を文献上のものでいくと、恐らく

これは平均巡航速度のようなものをとっていると思うのです。多分ここは飛翔していると

いうか、渡ってきたときとかいう話ではなくて、日常的な話としてここでハンティングし

たりとか飛翔したりとかいうことで、かなり低速で飛んでいるときの話を想定しないとい

けないと思うのです。ほかの３件もみんな共通なのですけれども、基本的に巡航速度とい

うのは結構順調に飛んでいるときの平均速度を使っているので、もっと低速にすると多分

衝突確率は上がると思うのです。その辺の検討が必要ではないかなと思いますけれども、

その辺はいかがでしょうか。

〇経産省 もし事業者側で答えられるようなことがあればここでコメントしていただい

て、難しいようであればまた後日、文書を出していただくということになりますが。何か

コメントされますか。

○事業者 まず、１点目の、空間飛翔調査のときの高度のとり方なのですけれども、こ

れはご指摘がございましたように非常に難しいところがございますので、どうしても経験

則になることがやはり多いという感じになりまして、できるだけ鳥類の調査に長けている

経験者を調査には入れるようにしているのと、それから、もう一方では高さの目印となる

ような、例えば風況ポールあるいは送電線の鉄塔といったものが近くにある場合は、そう

いったものを目印としながらある一定の高度というものを事前に認識しながら調査を進め

ていくような、そのような調査を行っております。ただ、小鳥類は非常に難しいのですけ

れども、猛禽類のような大きなものについてはあらかじめハンディタイプの高度計とかを

使いながら、一度そういったもので今飛んでいる高さがどれぐらいかというところを把握
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しながら調査を、なるべく客観的なデータが出せるように進めていく努力はしております。

それから、衝突計算のところにつきましては次回までに資料をそろえて来たいと思って

おります。

事後調査の 271 ページの文章につきましては、確かにご指摘のように文の意味がおかし

いかなと思いますので、これにつきましては修正をさせていただきたいと思っております。

最後に、渡りの朝早い時間帯の調査ということでございますけれども、回答のところに

もございましたように、ねぐら入りの調査は実施しております。およそここは由良半島と

いう半島がすぐ西側にございまして、そこから九州のほうに出ていく地点になっておりま

して、その由良半島のつけ根ぐらいでねぐら入りして、そこから朝早く飛び立つという傾

向が強い場所でございます。この対象事業実施区域はそのねぐら入りの場所よりも東側に

位置しておりますので、ねぐら入りする個体は必ずここの場所を通過しながら西のほうに

行っているだろうという想定をしておりまして、そういう意味合いでなるべく夕方にどこ

にねぐら入りしていくかというところを渡りの調査のときにも重点的に調査を行ってきた

次第でございます。ただし、朝方にどれぐらい飛んでいるか、早朝時にどれぐらい飛んで

いるかという観点を全く行わないというわけではなくて、その調査日の３日間あるいは１

日ぐらいの割合で朝のねぐら立ちの調査も行った結果、やはりこの地点を早朝時に通過す

る個体は少なかったというデータが出ておりますので、その旨をここの見解に示した次第

でございます。

○顧問 そのほか。

○顧問 関連して。今回の案件に関して重要なポイントはやはりタカの渡りだと思うの

です。先ほど顧問がいわれた、そこに定着している個体に対する対応というのも、重要で

ないというとあれですけれども、それ以上に、ここがやはり渡りのルートになっていると

いうことが、そこにもしそういうバードストライクの可能性の高い風力発電が建築された

ときの、種としての、いわゆる個体群としてのダメージは非常に大きいだろうということ

をやはり事業者の方たちにまず認識してもらうことが大事だと思うのです。そのときにま

ず、私が調査対象にしているトキと比べてタカの渡りの情報というのは最近どの程度情報

が蓄積されているかわからないのですけれども、24 ページに「主要なタカの渡りのルート」

ということで平成元年のデータが出ているのですけれども、この年に前後して渡りのタカ

に関して発信機を装着してどういうルートを飛翔しているかとか、それもまた経年的にど

ういう傾向をもっているかとか、そういう解析がかなり蓄積されていると思うのです。こ

の資料では、ルートをラインでさっとなぐり書きのような形で示されているような状態で

すので、この地域がどの程度重要かというのはちょっとわかりにくいと思います。なので、

渡りの情報としてはもう少し最新の情報なんかも集積されて紹介して、この地域がどうい
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う位置づけなのかということを整理されたほうがいいかなと思います。

重要なポイントは先ほども指摘されていて、やはり衝突確率の算出をどのようにしてい

るかというところはやはりしっかりと記述したほうがいいと思うのです。その求め方次第

で、やはりこれが本当に妥当なのかどうか。一側面だけをみていて、かなり過少評価して

いるのではないかという認識をもってしまっているのですけれども、少なくともその前の

定点調査の情報とかを使って算出しているのだと思うのですが、先ほどの高度の問題、そ

れからこのエリアを通過しているタカの時間当たりの個体数なんかもやはりしっかりとモ

ニタリングしていかないと、ここにすべて反映されてきてしまう。またさらに、回避率な

んかはすべての種で同じ日常の値で 0.95 を入れているのですけれども、多分こういう構造

物に対する認識というのは種ごとに違うのではないか。そういうデータは出ていないかも

しれないですけれども、やはり 0.95 で全部一律に入れてしまうというのは危険なのではな

いか。その辺をどのように考慮すればいいかということはちょっと私もサジェスチョンで

きないのですけれども、ちょっと粗い気がします。

あと、先ほど、ちょっとページ数は違うのですが同じことで、228 ページで「環境影響

の回避、低減に係る評価」ということで、バードストライクの有無を確認するための事後

調査を実施する。事後調査をして、その結果をどうフィードバックするのかというところ

を。事後評価をしていくことによって影響というものは事業者の方も認識されていると思

うのです。それをどのように反映させるかということを具体的に記述することが大事だと

思うのですが、かなり難しいと思うのですけれども、ここが渡りのタカにとっては重要な

ラインだということを考えると、かなり重要なポイントだと思います。私は事業者ではな

いのですけれども、やはりこういう問題を考えると、危ないところ、リスクの高いところ

というのはなるべく回避していくという概念が今後やはり重要になってくるのではないか

なと思います。

以上です。

○顧問 ただいまの点、事業者の方から何かコメントはございますか。

○事業者 先ほど来、衝突確率の計算方法に関するご意見を幾つかいただいております。

すべてお答えできるわけではないのですが、根本的なところではご指摘のとおりでござい

まして、やはりまだ確率計算の計算式自体が１つのロジックで確立されているというもの

ではなくて、今回参照しました環境省の手引きに書いてある式以外にも海外では提唱式が

あったり、あるいは最近国内でも、先ほど先生がおっしゃられたような、風車に対してど

んなふうに飛んでいっているか、角度が違うことによって速度、風車に対する飛翔速度と

いうのが違っていたりとかいう、それによっても確率の計算の値が違うのではないかとい

うところを考慮された式なども最近提唱されてきております。そういったものを、どれが
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正しいのかどうかということではなくて、提唱式によってはこういう値の出方をすると。

今回の予測式ではこうだけれども、この式ではこうだという形で、できれば今後の評価書

の中では幾つかの式でこういう値の出し方が違うというのも複数の計算結果としてお出し

するような形で、１つの式に頼ることなく評価したいと考えております。

先ほどの回避率のことなのですけれども、95％、0.95 という数字を使っていますのは、

今回参照した文献の中で、やはり幾つか種によって 99％、98％という数字があるのですけ

れども、そういったものに当てはまるものがない場合は、該当する種がない場合は 0.95

を使うべきという数値になっていまして、その文献の中では回避率はほとんどの種が 0.95

よりも高い数値になっております。それで該当種がない場合は安全をみて 0.95 を使うとい

う文献になっておりまして、その値を使っているという次第でございます。ただ、これも

やはり文献によって数値の出方がちょっと違っていたりもしますし、また、最近新しい文

献でより具体的な数値が出てきているものもございますので、その辺もなるべく新しいも

のをどんどん取り入れながら予測をやり直していきたいと考えています。

○顧問 今の回答に対してまた私からの質問なのですが、こういう衝突確率を求めるた

めの幾つかの算出式がある中で、改善をいろいろされながら少しずつ現実に近い値が出る

ように改善されているのだとは思うのですけれども、実際、海外でも国内でも風力発電が

行われる中で、この衝突確率を実際に既にできている風力発電に適用したときに、実際そ

こで衝突しているバードストライクの件数とこの算出確率の値というのはどの程度整合性

があるのか。いわゆる予測精度はどの程度なのか。要は、この衝突確率というのはかなり

低い値で算出されているという印象を私はもつのですけれども、これが本当の衝突確率を

反映しているのだとしたら、風力発電におけるバードストライクの問題というのはほとん

ど顕在化しないと思うのです。それがいろいろなところからかなり問題があるというふう

に出てきているということは、多分衝突確率自体がかなり精度の低いものになっているの

ではないかという疑いを私はもってしまうのです。そういうところで、そういうデータと

いうのはおもちでしょうか。

○事業者 事前・事後でそういった形で検証されているものはほとんどないように思い

ます。ただ、先ほど予測精度の件で申し上げましたが、実際に最近提唱されているような

新しい予測式ですと、同じような条件で計算しても衝突確率が 30～40 倍ぐらい違ったりと

いう式による差はあるようです。そういった意味では、これからきちんとした事後調査を

しながら、式の検証ということは国内でも進めていかないといけないことかと考えていま

す。

○顧問 衝突確率の計算はまだ始まったばかりで具体的なデータが蓄積されていません

ので、これを１つのきっかけに、だんだん精度を上げていただくという努力をしていただ
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くしかないかなという感じがします。

○顧問 たびたび済みません。重要な案件なので。

そういう衝突確率を求めるという考え方の前に、渡りもそうなのですけれども、希少猛

禽類の行動圏の中での好適生息地マップみたいなものを作成していって、なるべく彼らが

選好するような環境を外していくような立地条件で風力発電を建築していくという考えに

はならないのですか。

○事業者 先ほどちょっとご指摘いただいた渡りルートの図が、古いというのもちょっ

と関連するお話なのですけれども、昨年度ですか、環境省からバードストライクに関する

手引書として出されたものには、渡りのルートに関しましては発信機をつけてデータを蓄

積した飛翔図などもございまして、それを今回のところに載せることができなかったので、

それは今後アップしたいとは考えておるのですが、その手引書の中にそういった渡りのル

ート図、あるいはイヌワシ・クマタカなどの猛禽類を全国メッシュ状態で示されたマップ

などがございまして、基本的にはそういったところを早期の段階から回避すべきという考

えでそういった図なども示されていまして、それらについては当然のことながら各事業者

はそれを参照しながら、なるべく早い段階ではそういったところを回避するという考えで

進めているという状況かと考えています。

○顧問 時間も余りありませんので、そのほか。

○顧問 景観の件で、270 ページのところの「自然豊かな大起伏山地の尾根に設置され

る」という中で、「自然景観と一体となった新たな景観眺望を創出することが予測され、当

該地域の景観をより良くすることに関して配慮がなされている」という記述がございます。

今、私は 266 ページを拝見しているのですけれども、これをもってそういうふうにいえま

すか。不適切な議論かと思います。山の端にある構造物、稜線にある構造物、似たような

構造物に送電線の鉄塔があるかと思いますが、こんなに白かったですか。灰白色というの

ですが、これは目立ちたいという主張が出てしまっています。灰白色といってもどの程度

の明度レベルかを特定して提示する必要があります…グレーが濃いほうが、私は無難では

ないかと思うのですが。

あと、地元の方と一緒になって景観・風景をつくっていくという姿勢を伺っているわけ

ですが、これは地元の方にご意見をいただいているのですか。

○事業者 はい。説明会のときに、これもおみせしております。

○顧問 この図も提示して、これでいいという話でしたか。

○事業者 今のところ、反対は特にないです。ただ、白っぽいのは目立つようにしてい

るだけなので、実際は灰色っぽいものになります。

○顧問 沈む色のほうが無難ではないでしょうか。あちこちの写真をみせてもらうと、



11

特に秋なんかに目立つようでございますので、ひとつ特段のご配慮をお願いします。

○顧問 多分この後の３つにも共通すると思うのですけれども、最初にいっておきます。

既にご指摘されていますけれども、主として工事関係の大気環境については全く触れら

れていないので、その件についてお願いしたいということです。そのときに、学校である

とか病院の位置というものも勘案していただく、それから集落も勘案していただくという

ことのほかに、１日 120 台の生コンが走るということを書いてありますので、対象地域よ

り少し離れるかもしれないのですけれども、海岸通りというのですか、ここには集落がへ

ばりついているということですので、ここの交通量等も少し勘案していただいて、工事に

伴う大気環境の影響についての選択・非選択を書いていただければと思います。

それから、２番目です。稼働時のことですけれども、変電設備もこのアセスの対象にな

るそうです。変電設備の位置が準備書に書いてありましたので、それについても騒音の影

響評価をする、しないということを記載していただければと思います。

それから、先ほどの住民意見に対する回答の中で風車の音が聞こえないよと書いてあり

ます。基本的には環境騒音を現地で調査をして、それで予測計算した数字がうんと低いと

いうことでほとんど影響はないということなので、それはそれで結構です。しかし、でき

れば残留騒音との比較にも言及していただきたいのです。残留騒音というのは、その地域

をほぼ 100％支配するようなベースになる音のレベルです。これをほぼ LA95 だと考えてい

ただいて結構です。今回は資料集にそのデータがたくさん載せてあります。できれば残留

騒音（LA95）と、環境騒音（LAeq）の測定値の時間変動の図を作成し、その図に予測した

風車騒音の数値をプロットしてみてください。それらの関係を考察することによって聞こ

える聞こえないという判定や、影響の範囲の判定もできるかと思います。とりわけ静かな

ところだと思いますので、前回も言っていますけれども、純音とかスウィッシュ音が聞こ

えると非常に不快という印象を与えますので、それについても記載をお願いしたいと思い

ます。

それから、環境保全措置のことに一言申し上げたいと思います。何ページだったかは忘

れてしまったのですが、たしか１キロ離すと書いてあるだけだったのです。環境保全措置

の箇所には多分、予測に反映した事項と、予測に反映しなかったけれども今後こういうこ

とをやることによって影響の程度を低減できるよということが書かれるのだろうと思いま

す。ですから、環境保全措置の書き方が少し違うと思いました。その箇所には、例えば保

守メンテのことですね。異音が出たりすることもあるかもしれないので、どれぐらいの間

隔で保守メンテをするとか、そういった異常な音が出たときにはすぐに対応しますとか、

そういうことを書かれればいいかと思います。
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○顧問 水の立場から一言申し上げますけれども、前回の 22 日は欠席いたしまして、他

の先生からご指摘があったことかと思いますけれども、少し補足させていただきます。工

事によって濁水が出るということに関しては事業者の方は過去２回の部会を傍聴されたり

してご存じだと思います。もちろん道路を拡幅すれば出るし、穴を掘れば必ず水は出る。

雨が降れば裸地からも出る、残土があれば出るということです。この事案に関しましては

濁水防止策を講じるということを後々動物とか植物のところにはちらっと書いてあるので

すけれども、本来それは工事のところに書くべき問題であって、どのような沈砂池をつく

るとか、上澄みはどうするかとか、詳しいことを書いていただかないと環境の立場として

は納得ができないということになります。

それから、ここは急な傾斜地であって、西側には僧都川が２本ありますね。小僧都とい

うのか大僧都というのかわかりませんけれども、２本ある。それから、南西のほうにいけ

ば当然宇和海の小さな湾がございます。ここはしかも水がＡ類型という一番いい類型に指

定されていると思います。それで、環境基準の指定状況についての記載はあるのですけれ

ども、現実にそこの達成状況はどうなのかが書いていない。それから、大小の僧都川２本

に関しまして類型指定があるのか。あるのだったらその達成状況は当然書かなければいけ

ない。近傍の水域すべてについてそれは書いてほしい。なぜ環境基準について準備書に記

載をするのかということをよく考えていただければ、趣旨としては影響があるかどうかの

評価をしなければいけないということですよね。それについての配慮がない。水環境につ

いては取り上げていないからそうなるのだけれども、濁水を取り上げる以上はぜひその影

響について調べるようにしていただきたい。

それから、もう１つ。今度出てきた何十もの事業者のほとんどに共通することなのです

けれども、濁水調査は近傍の水域で降雨時にやると書かれていまして、これは他の先生か

ら前回ご指摘があったと思いますけれども、水というのは地表水が起源です、湧水よりも

地表水の影響が多いわけです。ですから、降雨時というのはいろいろなところの水を集め

てくるので濁度は当然上がっています。自分のところの事業の部分は隠蔽されてしまう。

だから、悪意をもって降雨時のときにやるのではないかと思われてしまうのだけれども、

これはぜひ晴天時にやっていただきたい。濁水は工事の時に出るではないかとおっしゃる

けれども、それは工事の何ヵ月の間だけの話ですよ。後々問題になってくるのは、設置し

て何年かたって問題が出てきたときに、前の晴天時のデータと今の晴天時は変わりません、

あるいはどれだけ変わったといえるかどうか。それが大事なのです。地形を改変すれば地

表水の流れは変わります。そして降雨・晴天にかかわりなく、必ず地表というのは水がわ

き出してきたり、草の根本から水がわき出してきたり、砂利の際から出てくるわけですか

ら、必ず晴天時でも影響がある。そういうことを前提にして、ぜひ晴天時にやってくださ
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い。もし降雨時におやりになるのでしたら、時間雨量何ミリで何時間続いてとか、台風時、

小雨時とか全部やらなければいけないでしょう。それより晴天時のほうが簡単ですから。

それと長年使える基礎的なデータということになりますから、ぜひ晴天時にやっていただ

きたいと思います。

それから、生活排水は出ないと書いてあるけれども、工事中はだれも用を足さないのか。

環境というものを考えれば、そこまで考えなければいけない。ぜひ考慮してください。

それから、風車の塗料から有害物質は溶出しないとお書きになっているのですけれども、

それはちょっと疑問ですね。塗料で無害のものなんかないと思うし。特に白色系というの

は顔料系で、昔はカドミウムなんかを使ったのだけれども、最近は有機質のものもあるら

しいです。そういう内容が何か。そこまで書いていただかないといけませんね。風力は環

境影響評価の前例、実績がないから、最初でもありますのできちんと評価をしていただき

たい。

それから、予測評価ですが、水生生物がないですね。水生生物についての評価を全然し

ていないので、ぜひやってください。

以上です。

○顧問 濁りの関係で１つだけ。尾根に沿ってつくるのですけれども、266 ページをみ

ても尾根のてっぺんではないので、どの川に濁りが流れるかというのはわかるような気が

するのですけれども。それはちょっとわかったほうがいいかなという気がしたものですか

ら。

○顧問 では、ご検討のほどよろしくお願いします。

ちょっと時間がないのですけれども、私から幾つか。

１つは、242 ページをみていただけますか。242 ページの表６．６─６。対象事業実施区

域の面積と改変面積とあって、改変率が一番上は 0.1 になっていますよね。これは 10％の

間違いですよね。これは多分単純な間違いだと思います。文章を相当変えないといけない

と思いますので、よろしくお願いします。

それから、生態系のところについて、生態系そのものの評価について先生方から特にご

意見はございませんでしたけれども、前回、前々回からもいっていますように、調査項目・

内容について具体的に示す必要があります。動植物相の調査結果から抽象的に類型区分で

簡単に表記されていますが，これだと定量的な評価にはほど遠いと思います。ここではサ

シバの衝突を大きな柱として取り上げていますけれども、それは注目種のほうで議論すれ

ばいい話であって、系としての評価ではありませんので、やはり生態系として上位性、典

型性というものをとらえたときに、系としてどういうふうに評価するかという視点からも

う一回全体の構成を見直していただきたいと思います。前回、前々回、それぞれ多数の案
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件に全部共通の内容だと思いますので、よろしくお願いします。

そのほか、細かい点はいろいろあると思いますけれども、きょうはこれで終わりにさせ

ていただきたいと思います。

〇経産省 ただいまいただきましたものも含めまして、前回も同様な意見をいただき、

議事録をホームページに載せておりますので、大変申しわけないのですけれども、経産省

ホームページの中に前回と前々回の各顧問からの貴重な意見が載っておりますので、もう

一度みていただけますでしょうか。

それでは、僧都ウィンドシステムについてのご意見を一通りいただきましたので、これ

で四国風力発電株式会社の案件については終了とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。

２）株式会社グリーンパワーつがる ウィンドファームつがる風力発電事業

事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明

○顧問 それでは、質疑応答に入りますが、先ほどの案件と同じで、やはり事業対象区

域の定義と調査対象範囲というものを明確にどこかで記述をしていただきたいということ

と、仮設道路等の工事があると思いますので、そういったものの工事内容が具体的にわか

るような資料を用意していただきたいということでございます。

この地点は大型で、いろいろ意見があるかと思いますが。

○顧問 まず、150 ページの調査地点の位置というのは、これはどこで何をやっている

のか全くわからないです。だから、これはちょっと見苦しいので、何枚かに分けるなら分

けるで、本当にどこで何をしたのか、わかりやすい図にしてはどうでしょうか。色分けも

そうだし、印もちょっとよくわかりにくいところがあります。

それから、216 ページに哺乳類で現地調査を行った結果が載っているのですが、哺乳類

で一番問題になるというか、注目されるのはコウモリだと思うのですけれども、コウモリ

は確かに確認され、ヒナコウモリ科であろうということで、ヒナコウモリ科が耕作地や水

場周辺で確認されたと書いてあるのですが、318 ページの「土地又は耕作物の存在及び供

用」に関するところで、「ブレード、タワー等への接近・接触」では、「しかしながらヒナ

コウモリやヤマコウモリの主要な生息環境は樹林であり樹冠内部を飛翔すると考えられる

ことから接触する可能性は低い」と。現地調査では確認されたけれども、しかしながらこ

れは違うよという話はちょっと通らないのではないか。おかしいなという気がします。

それから、やはり評価の結果の文章で、324 ページの下のほうですけれども、「本事業に
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おいては」ということですけれども、バードストライクの確率がやや高いと。また、バッ

トストライクも予想されることから、事後調査を実施すると。以上のことから環境影響は

低減されていると。やはり事後調査を行うことが低減することになるのかという感じがす

るので、この辺のところは少し書き方を考えていただきたいと思います。

以上です。

○顧問 最初の、動物相の調査図がわかりにくいというのですけれども、これは実は動

物の哺乳類の調査結果でもどういうふうに対応しているのかというのがわからないですね。

こんなにいっぱいルート図があるのに、右側のほうはルート図があるのにほとんど何も出

てこないというのはおかしいのではないのかと。どういう調査をしたのかという疑問にも

つながります。動物相は６．７─２という図があるのですけれども、これは５．２─17 の

位置図と６．７─２を照らし合わせてみると、何かかなり生息分布がありそうですね。多

分一括でこういうふうにルート図を重ねてしまったので、それぞれの動物相調査がこの赤

いメッシュ図に比べると何かアンバランスだなと。確認されている頻度からみるとアンバ

ランスな結果になっているという印象を受けます。ちょっと検討ください。

○事業者 図が見えにくいという点はご指摘のとおりで、修正させていただきます。

あと、ヒナコウモリの件も、これは確かに樹林ではなく結構オープンなところを飛んで

いますので、その点はきちんと記載し、評価の中身も改めたいと思います。

あと、バードストライクの事後調査の件も先ほどと同じご指摘のとおりでございまして、

事後調査をするからということではなくて、事後調査をした結果、こういう結果が出たら

こういう対処をするということをきちんと明記するようにしたいと思います。

○顧問 ありがとうございました。

そのほか、ご意見はございませんでしょうか。

○顧問 大気環境なのですけれども、ここではシミュレーションをやっていただいて大

変結構だと思うのですけれども、それにしては整理の仕方が余りうまくなくて、何をやっ

たのかが非常にわかりにくいのですけれども、まず、やったことの内容としては既存の観

測局のデータを集めたと。それから、実測をしてシミュレーションの計算をしたと。そう

いうことはわかるのですけれども、まず、現況の実測というか、既存の状況というのは基

本的には第３章に書いていただいて、そこで現況がどうであったのかというのをまず記載

していただきたい。

それから、５章のところではどういう調査をやったか、予測の手法が書いてあるのです

けれども、ちょっと私はよくわからないのですが、どこでどういう測定をやったのかとい

うことがわかるような図はどこかにあるのでしょうか。例えば窒素酸化物の測定と気象の

観測をやっておられると思うのですが、それがどこでやったのかが非常にわかりにくいと



16

いうこと。

それから、結果の整理なのですけれども、176、177 ページに環境基準と比較するところ

があるのですが、ここで環境基準というのは日平均値になるのですけれども、それとどれ

が比較の対象となる量なのかというのがちょっとこの表からすぐにわからなかったのです

けれども。例えば 176 ページの表６．１─３をみていただきますと、工事車両の寄与濃度、

バックグラウンド濃度、環境濃度、寄与割合というのがありまして、その次に環境濃度で

ＮＯ２とあって、日平均値の年間 98％値となっていて、下の備考のところに環境基準が書

いてあるのですが、この環境基準と比較すべき量はどれになるのか。

○事業者 既存の大気質のデータは３章に記載するようにします。

あと、測定地点なのですが、94 ページに窒素酸化物及び気象の調査地点をとっておりま

す。ただ、これは今回まだ測定データが十分に得られなかったため、ご指摘のとおり、評

価が既存のデータで評価してしまっています。これにつきましては、きちんと現在測定し

ておりますデータに現況値を差しかえるような形で評価をやり直したいと思います。

あと、最後の 176 ページの環境基準との比較でございますが、98％値として出ておりま

す 0.01 について環境基準との比較をしております。

○顧問 そうしますと、その左にある環境濃度というのはＮＯ２の値ですけれども、こ

れはどういう値なのですか。

○事業者 そちらは窒素酸化物のＮＯＸの値から二酸化窒素に換算した値でございまし

て、これは年平均値になります。

○顧問 そうすると、一番右を除いては、そこまでは年平均値で書いているということ

ですか。

○事業者 そのとおりです。

○顧問 ちょっとその辺をわかりやすく書いていただけるとありがたいです。

○事業者 そのように改めます。

○顧問 そのほか。

○顧問 鳥類に関して確認させていただきたいのですけれども、飛翔図をみせていただ

くと、特に衝撃的なデータだなと思うのは、例えば 286 ページですか。水鳥の採餌場所移

動経路ということで、この前のページもそうなのですけれども、特にこの 286 ページは赤

く塗りつぶされてしまっています。また違うページなのですけれども、このエリアという

のはかなり大型の猛禽類、オジロワシとかが来るようで、かなり豊かな生態系というか、

湖沼生態系が形成されているような印象をもちます。先ほどの案件でも話題になった衝突

確率の問題なのですけれども、これはエリアとしては調査地をどのように設定したかとい

うことが結構大きな問題になってくると思うのですけれども、この 286 ページの図をみて
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いただけると、この調査範囲全域にわたった中で、特に鳥類とかが集中して利用している

エリアというのは南のほうのエリアで、ここのエリアと上のほうのエリアを同じ全体とし

て衝突確率を算出していけば低くなるのは当たり前だと思いますし、それからやはり回避

率というのがくせ者で、今は 0.95 ですけれども、ウィンドシステムさんのデータがない場

合には 0.95 と。これが本当に安全策なのかどうかというのは、私はこの論文を読んでいな

いからわからないのですけれども、本当に 0.95 という値が安全性を担保するのかというの

はすごく疑問です。だって、どんどん回避率というのを高くしてしまえば、限りなくゼロ

ですよ。これは何か数値のまやかしで、私は幾らでも操作できるような気がするのです。

なので、何かすごく気になっているのですけれども、まず、ゾーンとして南のゾーンと北

のゾーンというのはまず分けて考えるべきだということと、やはり最終的に重みづけをし

てしまう回避率というところを何かもうちょっと根拠のあるデータで考えていかないと、

風力発電は何も生態系に問題を与えないという論拠になってしまうような気がします。

あともう１点、送電線の情報が余り十分入っていないのですが、気になった説明の中で

送電線を 200 メートル地下に埋設すると。なるべく環境に配慮してということだったので

すが、200 メートル地下に埋設する場合というのは、その掘り起こすときの土砂とかいう

ものは周辺の生態系に影響を与えないものか。うまくそれだけを 200 メートル下に埋設で

きるわけではないと思うのです。どのように埋設すると、周辺の生態系に影響を与えない

でかなり長い距離を何キロにもわたって送電線を配置することができるのでしょうか。も

し説明していただけるようであれば。

○顧問 埋設が 200 というのは、水平距離。

○顧問 水平距離ですか、済みませんでした。では、衝突確率のところをちょっとお願

いします。

○事業者 まず、確率を計算する際の範囲といいますか、フィールドなのですけれども、

今回この調査図などで、先ほどご指摘があった北側の田光沼というのですけれども、こち

らのトレースをとっておりますのは、この地域での日々のねぐら入りとか餌場ですとか、

そういったものの全体的な傾向をとらえたいがためにこちらに定点をとったものでござい

まして、最終的な衝突確率を計算する際というのはこの北側のエリアは抜いております。

ただ、おっしゃるように調査エリアのフィールドのとり方一つでも値も当然変わりますし、

一番大きな回避率の設定の仕方でも数字上はどんな数字も出てしまうようなところがござ

いますので、これにつきましては本当にご指摘を真摯に受けとめまして、こういったデー

タのパラメータのさらに新しい情報がないかということは今後も調べていきたいと思いま

すし、計算するそういったロジック自体もこれに固執することはなく、妥当な数値がより

出る手法がないのかどうかというのは今後も調べて採用していきたいと思います。
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○顧問 騒音・振動に入る前に、少し全体的なことでお伺いしたいのです。風力発電機

を並べる並べ方のポリシーというものがもしあれば、次回でも書いていただければと思い

ます。この場所をグーグル地図の写真でみると非常にきれいなところなので、そこに雑然

と風車が並んでいるのがどうしてだろうと思ったのです。この発電機の並べ方のポリシー

のようなものがわかるような資料があればお願いしたいと思います。

これから騒音・振動の話に入ります。質問にすぐに答えていただければと思うのですけ

れども、まず私のメモで質問します。

工事車両のルートは書いてありますか。道路地図はあったようなのですけれども、工事

用車両の通行ルートというのがないと思って…。ないですね。

それから、２番目の質問ですけれども、122 ページ。これは予測手法のことを書いたと

ころです。下のほうの「 (イ)予測式」のところで３行目に「定常走行と見なした」と書い

てあるにもかかわらず、計算は「非定常」で計算してあるのです。ここは非定常で計算し

ていただいたほうがいいと思いますので、文章の方を修正してください。定常というのは

自動車専用道路とかバイパスのようなところで適用します。もちろんここは信号や交差点

はないのでしょうけれども、一般道は「非定常」で計算していただければと思います。

次ですけれども、変電所の位置とか送電線、先ほどの件にはありましたけれども、この

件には書いていないですね。先ほどのケースも同じですけれども、変電設備の騒音も対象

になっているということですので、影響があるようであればお願いしたいと思います。

関連して、学校・病院の位置ですね。これもたしか抜けていたと思います。東のほうに

集落か市街地があるのですけれども、ここは用途地図とかそういうものはないのですか。

特に指定はないようなことが書いてありましたけれども、近接する地域について類型指定

図あるいは用途地域図というのがあれば示していただきたいと思います。

それから、185 ページ、これは建設機械の稼働の箇所です。185 ページの (イ)というと

ころがありまして、下から４行目ぐらいのところです。ＬＡｅｑからＬＡ５に換算するた

めの補正値は最も小さくて＋５」と書いてあるのですけれども、これは何を根拠にしてあ

るのかというのを入れておいてください。

それから、環境保全措置のところに不確実性の程度というのがあるのですけれども、そ

れぞれ書き方はまちまちで違っています。私が思うに、不確実性というのはある予測モデ

ルがあって、それが実測値によって十分検証されている、また、その誤差もわかっている。

そういう場合には特に不確実性はないのではないかと思っています。ＡＳＪモデルなんか

を使っているということであれば、ここはもう不確実性はないということでもよいのでは

ないかと思います。ただ、交通条件がわからないということであれば、それによる不確実

性はあるということでもいいかと思います。もし検証されないような新しい予測式を使う
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のであれば、それはもう不確実性があるから事後調査をしてちゃんと調べますということ

でいいかと思います。

それから、低周波音のところは前回の議事録のとおりです。やはり参照値というのは苦

情発生時に使うものですので、これは引用を避けていただきたいと思います。前回か前々

回の大間でしたか、あれはよくできていたと思いますので、ああいう形式で評価をお願い

したいと思います。

感覚閾値からマイナス 20dB 以下だから云々というのがあるのだけれども、こういうのは

ナンセンスだと思うので、使わないでください。感覚閾値以下はほとんど大多数が感じな

いということです。特殊な人にはそういうものがあるかもしれないのですけれども、文献

の騒音制御のところに書かれているのは、特殊な例でそういう訴えがあるのだけれども、

調べてみるとそうではなかったということです。文献には、「感覚閾値マイナス 20dB で感

じるということは全くない」といったことを書いてあるのですから、改めてそれをここに

入れるというのは非常にナンセンスだと思います。これは私の意見ですので、事業者のほ

うで、「いや、そうではなくて、そういうところまで安心を求める」ということであればそ

れでも構いませんけれども、そうすると、聞こえる範囲のところはそれを超えているわけ

ですよね。そこの説明がつらくなってくるということですので、できるだけそれは使わな

いほうがいい。同時に、前もいいましたけれども、Ｇ特性はインフラサウンド（超低周波

音）の評価であって、ローフリケンシーノイズ（低周波音）の評価ではないのです。つま

り、Ｇ特性というのは 20 ヘルツ以下のインフラサウンドに対して、人の検知・不検知を評

価するための指標なのです。しかしながら、低周波音というのは 20Hz から 100Hz までの範

囲も含みますので、その範囲では聞こえる人ももちろんいる。その聞こえる音に対する評

価というのは別の指標でやればいい。また「建具のがたつき」つまり、物的影響ですが、

これについても書いておく必要があると思います。繰り返しになりますが、前回の大間だ

ったと思いますけれども、あれはよくできていたと思うので、あれが参考になります。と

いっても、受託者が同じかもしれないので…。

○事業者 ほとんどご指摘のとおりかなと思っています。予測モデルの不確実性に関し

ましては、道路交通騒音ですとか建設機械のところはもう完全に本当に検証されているか

なと思っております。ただ、一方で風車に関しましては予測式自体は今非常にシンプルな

ものを使っておるのですけれども、風車の音源自体がなかなかまだ、先ほどご指摘いただ

いたスウィッシュ音ですとか、そういったところもあり、評価に関しては結構不確実性が

高いのではなかろうかと考えておりまして、そういった点からも事後の確認というのはあ

る程度必要なのではないかと考えております。

あと、参照値の件に関しまして、評価の基準に関してなのですが、一応参照値は使わな
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いようにしておるのですけれども、この感覚閾値のことに関しましては先生のご指摘のと

おりでございまして、なかなか超低周波音というもの自体が住民の方々にご理解されにく

いものでございまして、そういった意味で、今参考にできるところからこういう、まず感

知できるレベルではないのですということを説明主体がそういった趣旨でつくっておりま

した。ただ、これ以外にも前回ありましたようながたつきのレベルの図とか、そういった

ものからも当然ご説明もつきますし、今の評価に限定することなく、参照できるようなそ

ういった文献値などはつけ加えて評価したいと考えております。

以上です。

○顧問 そのほか。

○顧問 主として、景観の点から。

164 ページで調査地点が５地点挙がってございますが、集落、居住地ということを考え

ますと、東側か北側にもう１ヵ所以上欲しいような気がしますので、よろしくお願いしま

す。

それから、景観の予測結果では、みる者によっては違和感を覚える、圧迫感を覚えると

いう記述がございますが、できればそれに対してどんな考え方なり、あるいは対処法なり

があるのか。なかなか難しいと思いますが、書いてほしいと思います。

それから、地形及び施設の存在についても同様です。「快適性はやや損なわれるものと予

測される」とありますが、これについても、それに対してどういう対処法なりがあるかを

…。

それから、322 ページの鳥類の記述のところで、「環境影響を考慮し、灰白色の塗装にと

どめる」とあります。気持ちはわかるのですけれども、この表現はもう少し適切なものに

してほしい。例えば 368 ページの写真では、模型の関係でしょうが、白色が優越し過ぎる

という感じがします。「灰白色」というのも、もう少し厳密な定義なりを、明度がどうかと

か、そんなことをお示しいただきたい。これは大体、送電線の鉄塔と同じような色をお考

えでしょうか。

○事業者 もう少し白いと思います。

○顧問 そうですか。送電線の鉄塔の色彩についてはかなりの歴史があって、ある程度

トライ・アンド・エラーしながら対応してきた経緯があるかと思うのです。実績がある鉄

塔よりも白色を優越させるということであれば、それについての説明が何かあるとありが

たいのですが…。

カラーについてもですが、あと、デザインなんかで風車がいろいろ検討されたことがあ

るのですか。風土の中に溶け込むような風車のデザインのあり方の追求とか、また緑化な

りによってそれをうまくカモフラージュしたり、調和させたりする方策の追求といった努
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力の払われることを願っております。

○事業者 最初の景観の調査地点の件ですが、確かに今、居住地からの視点という観点

では一番右側の出来島地区しかないのはご指摘のとおりでございます。これはこの地点か

らは非常に計画地方向が広く俯瞰できるような場所なのですけれども、東側は防風林とか

がかなり立ち並んでいまして、実際の居住地からこの計画地方向を広く見渡せるような場

所はほとんどないような状況でございます。

○顧問 風車は見えないほうがいい場合もありますよね。ということもぜひお考えいた

だいて、「見えなくて気にならない」というのも評価のひとつになるると思います。

○事業者 はい。そのあたり、東側のところはこの後でまだ見えるところは実際にない

のかどうかというのは現地調査とかもしていまして、場合によってはご指摘のように東側

からも、見えるとしたらこのぐらいだとか、見えないとか、そういったことで予測評価を

つけ加えるようにしたいと思います。

○顧問 ぜひお願いします。居住地からは見えるか見えないかというような、調査事例

によってはそういう解析をされているところがあります。見えなければ問題ないし、見え

る場合はどういうふうに見えるのか。見る者に圧迫感なりを与えるとすれば、その手当は

どうすべきか。こういうことを記述していただけると大変ありがたいのですが…。

○顧問 では、よろしくお願いします。

水関係でお願いします。

○顧問 環境関係のご担当が同じ会社のようなので繰り返しの部分は省きますけれども、

先ほど申し上げたことをもう一度ここにも適用できるというふうに見直していただければ

と思います。

それで、特にここは砂丘の後背地にできているというところで、ほかのところとは土質

とか地形が随分違うわけですよね。そういうことを勘案されて水域との関連、環境基準の

指定状況とか、そういうものをまた見直して作文をしていただきたいし、調査を適切にや

っていただきたいと思います。

それから、１つ質問させていただくのですけれども、40 ページのところに主要河川図と

いうのがございますけれども、津軽十三湖に岩木川が入っておりますが、これが「一級河

川指定区間外」と書いてあるのですけれども、この意味はおわかりになりますでしょうか。

両側が赤でずっと上のほうまでくくってありますよね。私は余りみたことのない言葉なの

ですが、もしおわかりになればで結構ですけれども。今わからなければ、評価のときにち

ょっと書き加えていただければありがたいと思います。

以上です。

○顧問 ありがとうございました。時間も大分押し迫っていますが、私からちょっと二、
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三お聞きしたい。

生態系のところが一応記載はされているのですけれども、やはり従来型のＮＥＤＯマニ

ュアルベースできたことで、植生をベースにした環境類型区分で、改変面積が大きい小さ

いということで影響が小さいという評価になっていますけれども、やはり生態系としては

それなりの記述が必要だと思いますので。前回もいっておりますので、先ほどの案件とも

同じ内容なので、ちょっと全体的に見直していただきたいということです。

もう１点は非常に重たいことになるかもしれないのですけれども、飛翔図であるとか衝

突の計算とかいろいろみてみますと、先ほどの先生の発言とも関係しますけれども、南側

と北側では大分意味合いが違うようです。324 ページの「評価の結果」というところでは、

先ほど先生からもご指摘がありましたけれども、事後調査を云々という話もありますけれ

ども、それ以前に、恐らく低減ということではなくて回避ということを考えたときには、

飛翔図とか生息環境の利用状況を考えれば、南側の地区というのは計画そのものを見直し

たほうがいいのではないかというデータではないかと私はみます。要するに、北側の地区

はそれほど大きな影響はなさそうだなというのがデータとしてわかる。南側は飛翔図とか

いろいろ図面が公開されていないものも大分ありますので、その辺を勘案すると南側のか

なりの部分は全体の計画や配置を見直すという必要性があるのではないかという、そうい

うことを次回の部会でも結構ですし、評価書に向けてでも結構なのですが、その辺の見解

をちょっとお考えいただきたい。あくまでもこういう計画では回避措置として具体的にど

ういうことを検討するということも含めて、ご検討いただければと思います。

○顧問 その件に関して、そもそも最初に、風力発電所の立地を検討するときに考慮に

入れられたのですか。

○顧問 恐らく調査をした結果としてこれが上がってきているので、恐らく最初の計画

段階では余りそういった考慮はされていないのではないかと思うのですが、いかがでしょ

うか。

○事業者 先ほど、この配置に関するポリシーを示すべきというお話がございまして、

これがきちんと示せていないのはご指摘のとおりです。ただ、今回この準備書の配置を計

画するに当たりましては、騒音の面、今回の鳥類などの調査結果というのは、かなりのレ

ベルで詳細には検討しまして、可能な限りのところはレイアウトの中に反映させていただ

いています。

１点は、騒音に関しましては、直近民家から半径 800 メートルぐらいの円を引きながら、

そこに風車は置かないというポリシーで今現在のレイアウトは設定しています。鳥類に関

しましては、もちろんまだ十分だとは考えておりませんが、今現在であれば、例えばチュ

ウヒの生息地があり、そこの営巣地からの距離だけではなくて、ふだんその餌とりに移動
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している経路は風車をあけるようにするとか、あるいはオオタカの営巣地からやはり同じ

く距離を離隔するとか、そういった観点で今現在のレイアウトは考えてきております。た

だ、それが経緯としてきちんと示せていないというのは１つの問題点だと思っていますの

で、そのあたりは今後に向けてきちんと整理して、わかるように示さないといけないと思

っていますし、あと、住民からの意見に対する見解にも書きましたが、こういったご指摘

を踏まえてこのレイアウトで十分だとは考えないようにして、さらに鳥類の影響なども含

めて回避につながるようなレイアウトを、これで終わりではなくてまた見直しを図ってい

きたいという話を事業者としてはしております。

○顧問 関連して、手短に。

そういう修正案をつくるという、配置を見直すというときに、基本的に今まで２件の案

件をみていて感じるのは、バードストライクとかはラインとか点での影響を評価している。

でも、動物は面的に動いていて、風力発電のポールがつくられることによって、それが生

息している動物にどういう影響を与えるかという視点が根本的に欠落していると私は思う

のです。こういうバードストライクとかいう視点だけにとどまって動物を評価していくと、

相当偏った評価になってしまう。それぞれ既存の生物もいるわけですけれども、そういっ

た種にとって風車が設置されることはどういう意味をもってくるのか。私たちも生物の生

息環境を評価するときに、例えば人工構造物からの距離とかいうものをパラメータに入れ

ながら、複合的にさまざまな要因が影響し合いながら、それぞれの生物がどういう場所を

選択しているかということをみていきます。そういった中で、例えば先ほどの 299 ページ

をみていると、ミサゴ・オジロワシ・オオワシは主に水場周辺で活動する種であって、そ

の周辺では繁殖していないと。また、その水場の改変というのはないことから、これら３

種の生息環境に対する改変はほとんどみられないといっているのですけれども、そういう

構造物ができること自体でもやはり彼らの生息環境を大きく変えてしまう可能性がある。

そういったことを解析的に明示してほしいのです。だから、距離がこれぐらいだから安全

だとかいうことを文章で書くのではなくて、その解析した結果で安全だということを結果

として出して、そういったところを回避したという結果を明示してほしいと私は思います。

○顧問 いずれにしても、生態系の評価というのは単純に面積だけではなくて、構造あ

るいはエネルギーフローがどういうふうになっているか、食う食われるの関係がどうなっ

ているか、場は相互にどういうふうに使われているかという、かなり細かいデータが実際

には必要になってきて、そういったものをあわせて考えていかないと場の評価というのは

なかなか難しいので、その辺を少し努力していただきたいということです。

とりあえずこの件についてはこの辺で一旦事務局にお戻しいたします。

〇経産省 大変貴重なご意見、どうもありがとうございました。
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一応各顧問から一通りの意見をいただきましたので、これをもちましてグリーンパワー

つがるの案件については終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。

３）くろしお風力発電株式会社 津軽十三湖風力発電事業

事務局から環境影響評価準備書及び住民意見と事業者の見解について、説明。

○顧問 それでは、質疑応答に移る前に、また私から。

最初の事業計画のところで、景観のところで出てきたエリアⅢ、Ⅳというところが突然

ここに出てくるのですけれども、要は、動植物相の調査とかいろいろな調査のところでこ

このエリアが調査対象になっていて、その説明が全くなくて、何でこんなところを調査す

るのだろうと思っていました。

よく読んでいくと、事業計画の一番最初のところにエリアⅡのことが、多分当初は配置

があったのだと思うのです。それを多分Ⅱ、Ⅲ、Ⅳはやめた形になるのですかね。それで、

エリアⅠの中が、さらにここの図２─２に出ているような配置になっているのです。これ

は、ずっと読んでいかないとここの文章の意味，２ページの (5)の文章が全く理解できま

せん。ちょっとここは記述を見直していただいて、当初の計画では事業対象区域としてエ

リアⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣがありましたがⅡ、Ⅲ、Ⅳは断念しましたと。ここに書いてある内容

は、Ⅰの中の配置をさらに変更して今のような形になったということを書いていただかな

いと、ここは全然理解できません。それはよろしくお願いします。

それから、もう１点。風車の図があって、６．４─２の工事の地形・地質のところに基

礎のところが書いてあります。これで 18 メートル角だということがわかるのですが、深さ

方向は４メートルで、くいも４メートルですか。

○事業者 いえ、くいはもっと長く。ここは地盤が非常に悪いところですので。

○顧問 それをちゃんと記載していただかないと、掘削に伴う土砂とか濁りとかという

問題ともかかわってくるので、それはちゃんと記載していただきたいと思います。

それから、一応ＮＥＤＯマニュアルで参考項目を選定されていますけれども、新しく改

正されたもので別表５に相当するものの説明、要するに別表５という新しい改訂版の風力

発電についての５ですね。先ほどの案件はそれに対応していますけれども、これはそうな

っていませんので、項目の選定についての理由をもう一回つくり直していただく必要があ

ると思います。

とりあえず、私からは以上です。

○顧問 ２ページの冒頭のところで「化石燃料に代わるエネルギー供給源として注目さ
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れる」と書いてございますが、「代わることができるほど大きいか」という問題があります

ので、記述を適切に直していただきたいと思います。

○顧問 多分言葉のあやだと思いますけれども、代替エネルギー源の１つとして有効な

エネルギー源だという意味合いだと思いますが、「化石燃料に代わるエネルギー供給源」と

いうことになると、相当量を風力でやらないと代替にはならないので、日本語を修文して

いただきたいと思います。

ほかにご意見は。

○顧問 では、１点だけ。247 ページ。前の２件は衝突確率を出していたのですけれど

も、今回は衝突数を出していますね。「由井らによる予測式（特許出願手続き中）」という

ことなのですけれども、これは特許出願手続中のものを使ったよといってもよくわからな

いので、もし表に出せないのだったらここには出せないし、表に出してそれなりの意味が

あるのかというところをちょっとお聞きしたかったのですけれども。

○顧問 これは、特許出願中で特願になっていれば受付の番号があるわけで、公開です

よね。もしそうであれば、それを補足資料として出していただければと思います。

○事業者 今現在はもうお出しできますので、提出いたします。

○顧問 今のに関連してなのですけれども、252 ページで、その衝突数というものをそ

れぞれの季節で出しているのですけれども、単位がよくわからないのです。約 0.1 羽とか、

秋季のどうのこうのは 0.1 羽とか、春は何羽と書いてあるのですが、これの単位は１日当

たりですか。いずれにせよ確認していただければと思います。

○事業者 単位は年間です。

○顧問 ほかにいかがですか。

○顧問 まず、４ページの対象地域の図なのですけれども、この農地というのは使わな

いことを前提となっていますね。この２つの実施区域というのは、そちらの会社で買収さ

れたということですか。

○事業者 いえ、買収していません。

○顧問 借地ですか。

○事業者 はい。農地につきましては、昨年夏に農地を使わないでくださいということ

がありましたので、今その方向で農地以外の場所を選定している状況です。

また、先ほど表記の書き方で大変失礼しましたが、エリアⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのところでや

めましたところは、自衛隊との関係で、米軍との調整もあってその地域はやめていただき

たいということもありまして、そこら辺は削除したということで、ちょっと特殊な感じで

大変申しわけございませんでした。

○顧問 自衛隊との関係ですか。
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○事業者 はい。それ以上の詳しいことは自衛隊からは何も文書での回答はなくて、口

頭でやめてくださいということでしたので。

○顧問 そうですか。では、非公開版ということですね。わかりました。

それで、「ウェイク低減のみを重視した」と書いてあるのは、これは配置に関係するとい

う意味ですね。発電効率を考えたということでこのような配置にしたということですね。

わかりました。

では、これから幾つか質問させていただきます。

このケース、私のメモですけれども、工事用のルート図はこれもありませんね。

それから、送電線の位置とか変電所の位置もまだ載っていない。したがって、変電所関

係の騒音の予測については未定ということですね。

それから、既設道路に工事用車両を走らせるということですけれども、工事に伴う騒音・

振動は選択していなかったのでしょうか。

○事業者 新しい別表に５に従っての選定・非選定はまだ検討していませんので、これ

からやらせていただきます。

○顧問 今の状態では選定していないということですね。

○事業者 そうです。

○顧問 わかりました。

それから、調査結果で、２車線のＡ類型にみなしたのは、地点１と地点４ですね。これ

は、理由が少々わかりにくいのですが、本当に道路に面しているということなのですか。

そうであればよろしいのですけれども、平面図をみる限り、調査地点はどれも道路に面し

ているようにみえるのです。この部分はＡ類型、この部分はＡ類型の道路に面する地域と

みなすと書いてあるのだけれども、それは騒音調査結果をみてそんなふうにしたととられ

ると、やはりそれは公正でないと思います。今回の地点の騒音測定結果は割合数値が高い

ですよね。ということで、先ほども申し上げましたけれども、残留騒音と風力発電の稼働

音と環境騒音のＬｅｑとの関係の比較を、資料として提供していただければと思います。

それから、環境保全措置も先ほどと同じく距離だけをとった、要するに予測に反映した

事項だけではなくて、保守点検などがあると思います。それから、予測の時点ではＮＥＤ

Ｏマニュアルに沿ってやられているので、１つのパワーレベルだけですよね。ですから、

実施のときに超低騒音型のウィンドタービンを導入する可能性があれば、そういうことも

書いてもいいのではないかと思います。

あと、低周波音は先ほどと同じです。また、純音関係、スウィッシュ音関係も同じです。

○顧問 ほかにご意見はございますか。水関係は。

○顧問 先ほどの意見と重複する部分は省略させていただきますけれども、たしかこの
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十三湖というのは行政区分上は河川なのですよね。湖沼ではなくて、河川Ｂ類型とどこか

に書いてあったと思うのですけれども、行政上は湖沼ではなく河川であると初めのほうに

でも書いていただけると後々疑問がずっと長引かなくて済むと思いますので、お願いいた

します。環境基準が当然河川Ｂ類型のもので指定があると思いますので、それの達成状況

なんかも書いてください。必要とあらば調査をお願いしたいと思います。

それで、ここの事業予定地は三角州とか泥炭地みたいなところの沖合をちょっと干拓し

たところですよね。そうなると、日本海だからそんなに潮汐もないと思うのですけれども、

大水とかそういうときにここの地盤が水に浸るということはないのですか。

○事業者 基本的にはないと聞いています。ただ、堤防はありますが、堤防を乗り越え

て、大嵐のときに年２回ほど荒れてくるけれども、その内側にさらに緩衝地帯が約 30 メー

トル近くありますので、田んぼの中に直接に入るということは聞いていません。

○顧問 それも水環境関係の人がみたら大変気になることなので、記述をお願いしたい

と思います。そういうことを入れて水との影響を書いていただきたいと思います。

○顧問 256 ページに「岩木川右岸側の廃河川の一部が改変」と書いてありますよね。

これはどんなことをやるのですか。

それから、濁水の流入によるところで、この改変部には濁水流出防止柵と。これはどん

なものを置くのかなということで。濁りに対してはこれをやるだけなのでしょうか

○事業者 廃河川のところに風力発電整備を現在配置するという計画になっていまして、

そこの部分の具体的な工法等につきましては今、廃河川を管理している中泊町と協議して

いる最中で、具体的な工事の内容というのは現時点ではちょっと未定です。

○顧問 柵も一緒ですか。

○事業者 柵につきましても協議中でありまして、実際にはそういった廃河川としての

形はある程度残すような形ということで対策するようにという話で協議している最中です。

○顧問 あと、濁りに対してはほかには何もしないのですか。

○事業者 現状の計画はそういったことをするということには特になっていません。今

後検討して、必要があれば対策をするという形になるかと思います。

○顧問 それはかなり具体的に、これだけ水に近いところに設置するので、どういう状

況になった場合にどんなものを設置するのか。あるいは、あらかじめどんなものを設置し

ておくとか。単なる沈砂池なのかとか、いろいろな方法があるわけですよね。それの記述

をお願いしたいと思います。

○事業者 わかりました。記述に反映させていきたいと思います。

○顧問 しつこいようですけれども、先ほどの先生の質問から改めて見たのですが、253
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ページの表６．６─24 で、回避行動のない場合は１年間に 855 羽とか 408 羽がぶつかる可

能性があるということを出していて、回避行動があると、これだけ少なくなるよというの

がわかるのだけれども、それでもマガンが年間 12 羽ぶつかるだろうということがこれで予

測されているわけです。10 年間で 120 羽、20 年間で 240 羽ですよね。これが少ないのか、

それともこれぐらいは仕方ないのかということです。ほかのところでは、先ほど、どの準

備書だったかちょっと忘れたけれども、100 年に１羽とかいった確率が出ていましたよね。

だから、もしこんなだったら確率的には少ないねと読んだ人はみんなわかるのだけれども、

ここでは年間 12 羽ぶつかりますよという書き方をされているので、これについては相当何

か書き加えなければいけないのではないかという感じがします。

○事業者 非常にご指摘のとおりかと思っております。マガンにつきましては、国内の

渡りのルートだといわれているところ、あるいは渡来地の近くなどに風車が過去に結構建

ってきておるのですけれども、マガン、白鳥についての過去衝突事例は報告されていない

状況です。今回衝突の確率を計算しますと、先ほど数字の遊びだというふうにご指摘され

たところでもあるのですが、実際にこういう確率が出てきていまして、これが実際に本当

にこの数になるのか、あるいはやはりマガンとか白鳥というのは当たりにくい種で、この

数字にはなってこないのかというところはやはりきちんと検証すべきだと考えております。

○顧問 では、それは書いたほうがいいですね。

○事業者 はい。そのようにいたします。

○顧問 関連しますけれども、248 ページの表６．６─23 をちょっとみていただけます

か。これは由井先生の予測式でパテント出願中なのですけれども、かなりの割合でベース

になる面積が大きければ大きいほど小さい数字になってくるというのがわかって、要する

に衝突数、計画上のレイアウトと最終レイアウトを比較していまして、分母になる面積が

約２割減っているのに、回避なしの数値をみると２分の１になると。要するに、何がきく

のかと。この計算式では何が、感度解析なりでどの項目が一番きいているのかというのに

よってもこの結果というのはかなり変わる可能性があるので、その辺もちょっと、次回に

でも式の内容というのか、具体的な、いわゆる環境省が出している衝突の計算をするもの

とどこがどういうふうに基本的に違うのだというところもあわせて説明していただけると

ありがたいと思います。

○顧問 景観から。

140 ページの調査地点、ここでは眺望地点となってございますが、居住者、集落からの

景観もぜひ入れていただきたい。

それから、145 ページの評価の手法の中で「計画地域の景観価値を判断し…」とありま

す。景観価値を判断する場合、大体ポジティブなことについては評価したりしますけれど
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も、ネガティブな、景観がどんなふうに攪乱されるとか、こういう観点も必要だと思いま

すので、景観への悪い影響というのもぜひ解析してほしい。

それから、318 ページ等における記述で、結論が急ぎ過ぎて短絡的で、説明不足という

感じの箇所がございます。318 ページの、「つがる市においては何々だから農村の景観保全

に関する配慮がなされている」ものとあります。果たしてそれだけで配慮がなされている

といえるかどうか…。同様な記述が 322 ページのところにもございます。

そこでは灰白色ということをおっしゃっていますが、309 ページの写真を拝見しますと、

灰白色の中身は季節によっても随分異なるようです。これは季節によって変えられたりも

できるものですか。どんな色が適切なのか。それから、先ほども申しましたけれども、送

電線の鉄塔の経験として我々がやむを得ないだろうと思っている色ですね。それとの関係

がどうなっているか。もう少し白っぽくしたいとか、そういう希望がおありになるのかど

うかというようなことも含めて書いていただけたら…。

それから、「事業実施区域のうちエリアⅢ、Ⅳには風力発電機を設置しないこととしたた

め、影響は回避されているものと評価された」と。この「影響」がどういう影響なのか、

影響の具体的な中身がはっきりしません。「上記より」という次の文章で、あいまいなまま

に「本事業については総じて回避もしくは低減が図られている」という結論が導かれてお

ります。

○顧問 少し補足をさせてください。

保全目標のことなのですけれども、騒音だと、保全目標が環境基準であるとか規制値が

あればそれをクリアすることは１つの目標ですよね。もし今回のように環境基準値の設定

がないときは、事業者が目標を定めてそれを守るように努力して、そして回避・低減をす

ればよいということでいいと思うのです。ただし、考え方として、環境基準が設定されて

いないということの重みをやはりもう少し感じていただきたい。環境基準値というのは政

府の目標ですから、その目標が設定されていないということは、そもそもそういう類型指

定をしなくてもとても静穏で静かなところだというふうに解釈しないといけないですね。

そこにこういう風力発電機をもってきて音を出すわけです。そもそも静かなところに騒音

源をもってくるということで、環境基準を自分たちで設定してそれを守ったとしても、後

で問題になることも当然あるということはやはりあらかじめ考えておかないといけません。

ですから、環境基準をみなしで設定するのはもちろんなのだけれども、回避・低減という

観点からすると、残留騒音というその地域を支配するベースの騒音に対して風力発電の音

がどの程度寄与するかを評価しなければなりません。その寄与の仕方によってこれが回避

あるいは低減されているとみなされるのだろうと思いますので、やはり２通りで評価する

のが僕はいいと思うのです。とりあえず一度、残留騒音との対比でもってこの地域の騒音
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への負荷を試しに調べていただければなと思います。そういう意味です。

○顧問 よろしいですか。私からちょっと追加的に幾つか質問といいますか、意見をい

わせていただきます。

全体的に、植物のところは、改変のあるところに重要種が出てくる。だけど、周辺に同

じような環境がある、あるいは個体が分布しているから特に何もしない。今の状況では環

境影響は軽減されているということで、前の件もその前の件も３件とも共通的にそういう

表現で、具体的な措置は特にとられていない。従来、例えば埋め立て地での発電所なんか

ですと、重要種が出てきたらそれなりに移植対策をするとか、あるいはその移植先のいわ

ゆる生態学的な遺伝子の攪乱があるとかないとかということも含めていろいろ議論がある

のに、これらの案件については全くそういうものがなくて、つぶされたらつぶされたでし

ようがない、周辺にまだあるからいいやというのはいかがなものかと。何らかの形で、や

はりこういった環境、静かなという音の話もありますけれども、こういった非常に豊かな

自然生態系あるいは農地的なところもありますけれども、全体的には生物多様性に富んだ

ところでの重要種が出てきたことに対する姿勢というのですか、そういったものはもうち

ょっと考慮していただいたほうがよろしいのではないかと思います。

それから、くどくなりますけれども、環境類型区分だけで生態系の影響評価をしていま

すが、植生のパターンでやったりしていますけれども、具体的にもうちょっと食う食われ

るの関係であるとか、餌場とか繁殖とかといった場としての評価を加えられるようなパラ

メータのデータをとって総合評価していただけるように努めていただきたいと思います。

○顧問 きょうの３つに共通することで、これは電力安全課にもちょっと聞きたいので

すけれども、文章が、低減されているというところで「事業者の実行可能な範囲で」とい

うことで、「事業者の」というのがきょうの３つにはついているのですよね。これは何か、

どうですか。従来、ほかのところにはついていないですよね、「事業者の実行可能」という

のは。

〇経産省 今の点は非常に重要なのですけれども、アセス省令の中に一応、事業者によ

り実行可能な範囲内で環境保全がされているというのがうたわれています。それから、火

力の審査書においても、やはり「事業者」ということが書いてあります。（※正しくは、審

査書においては、「事業者」は記載されていない。）

○顧問 昔は「事業者の」という文言はなかったのですよね。「事業者の」という数文字

が何か目新しいなという気がしたのですけれども。

○顧問 審査結果のときは「事業者」ということはないかもしれないですよね。

○顧問 そうですよね。だけど、ルール上問題ないのだったらそれで進めていただいて

いいのですけれども。
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○顧問 零細な事業者なら、少しまけてしまおうとか。そういう話もあり得ますね。

○顧問 そういうふうにもとれる。だから、「今の先端技術からみても」とか、いろいろ

なニュアンスがあるはずなのですよ。実行可能なという部分は。

○顧問 基本的にはアセスメント、いろいろなものもそうなのですけれども、環境基準

もそうですけれども、現行の科学的知見に基づいて可能な範囲でというベースが前提だと

思いますので、その辺を重々考慮していただければと思います。

〇経産省 今のところは非常に我々も行政として頭を悩ますところなのですけれども、

いろいろなケースがございますので、総合的に判断したいと思っております。本当に、非

常に難しい問題で、産業か、環境かという話もありますが、バランスが重要だと思ってお

ります。引き続きそういうことを、最終的に地元の方にご理解いただいて、運転開始後に

問題のないようにしていくのが大事であると思います。先ほど先生がおっしゃられたよう

に、最先端の技術というのを取り入れるというのも現実に火力をみますと入れております。

いずれにしても、そういうご意見をいただいておりますので、引き続き慎重に検討して、

よりよい方向にもっていきたいと思っております。

○顧問 １つだけ。ちょっとくどくなりますけれども、衝突の計算をされていますけれ

ども、先ほどの案件と同じように今のエリアⅠの中で配置を変えていますけれども、岩木

川に沿って結構重要種の飛翔軌跡が多いですよね。エリアⅠの中で全体に配置があったの

を、ちょっと西寄りに全体的に変えていますよね。その理由が読み取れないのです。何で

そのレイアウトにしたのかというのは、いろいろな意見を加味した上でそういうふうに配

置したというのだけれども、主に何をベースにしてそういうふうにしたのかというのがち

ょっとこの記述からは読み取れない。

それと、先ほどの案件ともかかわりますけれども、先ほどの案件は飛翔の形態からする

と北と南で大分違うよねという話をさせていただいたのですけれども、この案件は、岩木

川沿いのほうがむしろ逆にいろいろなものが出てきているので、むしろ岩木川のほうのレ

イアウトを変えたほうが、さらに変えることは可能なのかどうかという、影響の回避・軽

減というプロセスをとるとすれば、その辺の可能性はあるのかないのかというのもちょっ

とご検討いただければと思います。

○顧問 私もちょっとお願いなのですけれども、毎回毎回案件で同じことを伝えたほう

がよいというふうに先ほど部会長がいわれましたので、似たような話なのですが、先ほど

の話では衝突確率を推定するときに 40 倍ぐらいの開きが過去に出ていると。今回は由井先

生の衝突数ということで、それを１つの指標として予測しているのですけれども、幾つか

の仮定が違う中での見積もった数字というものをやはり出していただいたほうがいいと思

うのです。どういう仮定のときにどういう数字になるのかということで、その幅をもって
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判断していく。それから、先ほどハクチョウなんかでは衝突した事例がないということだ

ったのですけれども、新潟では別に風力発電ではないのですが、吹雪いてしまったりとか

して悪天候のときなんかに電線とか電柱に当たって結構骨折して落鳥するのです。その数

が結構ばかにならない数で、天候とかでもそういうところに衝突する。彼らは回避できな

くて当たってしまうのだと思うのです。そういう回避率なんかもある程度ばらつきをもた

せて、ある程度の衝突率のばらつきという形で推定されたほうが、だから、確率変数にし

たほうが多分よろしいのかなと。そういう推定式もあるのではないかと思いますので、そ

うしていただいたほうがいいなと。

もう１つは、これは事業者の方ではなくて経産省の方にお聞きしたいのですけれども、

この前の案件と今回の案件では非常に近いところで風力発電の事業が行われているのです

けれども、この単位面積当たりに風力発電機というのが上限何本設置とかというのは特に

あるわけではなくて。恐らくないのですよね。

〇経産省 はい、ありません。

○顧問 だから、もしかすると知らないうちにその地域がみんな風力発電機ばかりにな

ってしまうということが起きかねない。そういう制約、上限というのは何か必要ないので

すか。適当な場所というのにどんどんさまざまな時期に出てくると、この地域にどれぐら

い風力発電が過去につくられているのかがわからない状況の中で的確な判断というのはで

きないと思うのです。後で振り返ってみたら相当数の風力発電所で景観的にも生態系に対

してもすごい影響があるのだけれども、個別でみていくと判断できないということになり

かねないと思うのですけれども、そういう制限って何か設ける必要性が国としてあるよう

な気がするのですけれども。

〇経産省 まず、国として制限という話なのですけれども、この環境審査自体が発電所

を建設するに当たって最初の法的な手続だというのはご承知のとおりだと思います。それ

で、実際にこういう形で環境審査を行うに当たって、既に発電所がある、近傍に風力が建

っている場合については、前回の地点で審査されたときの事例にありますように、複合的

な影響評価をやられたしという意見、コメントが出ております。事務局としては、顧問会

において意見をお聞きし、今、勧告案について検討しておりますが、複合的な影響評価に

ついても盛り込むこととしております。したがいまして、既設に対して新たに設置する場

合は、後発の複合的な環境影響を評価することになります。

それから、次に将来つくるものについてはどうするかということなのですが、その次の

時点で同じように審査をいたしますので、そこで環境上問題があるかどうかが審査される

ことになります。技術的にいいますと、まず、どの程度近接するかですけれども、一般的

に風車と風車の間はブレードの直径の３倍ぐらいをあけるのが一般的だというふうに聞い
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ております。敷地に余裕がある場合などは、ブレード直径の約 10 倍離すと風の乱れへの影

響は無視できるという目安が出ております。いずれにしても、３Ｄとか近接になったとき

は景観上万民の目につきますので、そこはそれなりに評価することになると思います。

○顧問 本件については大体意見が出たと思いますので、津軽十三湖風力発電事業につ

いての質疑応答は取りあえずこれで終了とさせていただきます。一旦事務局にお返ししま

す。

〇経産省 どうもありがとうございました。いろいろと重要なご意見をいただきまして、

大変ありがとうございました。今日いただきましたご意見につきましては、できる限り早

く事業者のほうでまとめて、できれば１週間以内にまとめていただければありがたいなと

思っております。いただいた回答については、入手次第、各顧問に送付させていただきま

す。次回、４回目の顧問会において、私どもが作ります審査書と今日いただきました質問

に対する回答をご説明させていただきますので、引き続き御協力の程、よろしくお願いい

たします。

それでは、本日予定しておりました３件のご審議が終わりましたので、これをもちまし

て部会を終了させていただきます。大変ありがとうございました。


