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Ⅰ．共通指摘事項：環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について 

 

第１ 基本的事項 

（回答）ご指摘の点を踏まえて準備書の作成を行います。 

 

（回答）方法書において項目の検討、理由の記載を行っております。p.4-2～4-4 を

ご覧ください（本資料にも添付致しました。別添１をご覧ください）。 

 

（回答）環境影響評価の調査・予測並びに評価に当たっては、ご指摘の点を踏まえ

て実施致します。 

 

第２ 具体的事項 

（回答）浮体式洋上風力発電機を設置するため、海底の地形等の改変はありません。

１．対象事業実施区域と改変区域（工事区域、アクセス道路、樹木の伐採範囲

等）を明確に区分し、土地の掘削や盛土、アクセス道路の設置、樹木の伐採等

の土地の改変がどこで行われ、どのように修復するのか分かる図面を添付する

こと。 

１．環境影響評価準備書の作成に当たっては、環境影響評価法、電気事業法及び

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目

に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環

境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」（以下「主務省令」とい

う。）の規定に基づき、環境影響評価の項目、調査・予測・評価の手法及びこれら

の結果等、必要な事項を遺漏なく記載すること。特に、対象事業の目的及び内

容、環境保全措置並びに事後調査については、具体的かつ詳細に記載すること。 

２．環境影響評価の項目の選定に当たっては、本事業に係る事業特性及び地域特

性を適切に整理した上で、主務省令別表第５の参考項目を勘案し適切に選定する

とともに、その選定理由を明確にすること。 

３．環境影響評価の調査・予測に当たっては、主務省令別表第１０の参考手法を

勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏まえ、調査・予測の妥当性を明らかにし

て適切に実施すること。また、評価に当たっては、調査及び予測の結果並びに環

境保全措置等を踏まえ、評価の根拠及び検討経緯を明らかにし、対象事業の実施

による環境影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低

減されているものであるか及び環境の保全についての配慮が適正になされている

ものであるかを検討すること。 
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対象事業実施区域は、本事業の対象となる 2 つの 7,000kW 風力発電機だけでなく、

別事業にて先行設置される 2,000kW 風力発電機及び浮体式洋上変電所も含めて設

定し、これらを含めた複合的な影響について予測、評価を行います。また対象事

業実施区域は、各浮体のアンカー設置箇所より 1km 離隔を取った範囲として設定

致しました。 

  

（回答）現時点での風力発電所の配置は、方法書 p.2-3～2-8 に示すとおりです（本

資料にも添付致しました。別添２をご覧ください）。 

 

（回答）得られる調査データについては定量化できるような手法を用いることして

おります。例えば、 

海鳥：1km ピッチ毎の飛翔高度別個体数や単位時間あたりの飛翔高度別個体数 

魚類：単位時間あたりの漁獲個体数や湿重量など 

魚卵・稚仔，動物プランクトン：採取に用いるネットには濾水計をつけ、単位

体積あたりの個体数や種類数を算出 

植物プランクトン：単位体積あたりの種類数や細胞数に換算 

などがあげられます。これらの結果を用いて、可能な限り定量的な予測、評価の

手法を採り入れるよう致します。 

 

（回答）風力発電機の設置（浮体係留）は約 18km 沖の海上にて実施するため、住民

等への影響は及びません。また工事に用いる船舶による水中音に関する影響につ

いて予測・評価を行います。 

 

（回答）対象事業実施区域から民家までは約 18km 離れており、住民等への低周波音

の影響は及びません。空中音は水中に伝わることはほとんどないこと（竹村

２．風力発電所の配置（変電設備、管理棟、既存設備等含む）が不明なため、工

事の仕上がりなど、全体像が分かる図面を添付すること。 

３．評価については、必要な調査データを取得・整理し、できるだけ定量的な評

価を行うこと。 

４．工事車両の運行ルート、工事による大気質への影響や住民に対する配慮につ

いての記述が不十分なため、工事に伴う騒音振動予測を記載すること。 

５．低周波音については、「低周波音の測定に関するマニュアル」（環境庁大気保

全局策定）に基づき評価を行うとともに、Ｇ特性だけでなく、周波数特性も示

すこと。 
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（2005） 水生動物の音の世界．188p）が報告されています。ただしタワーから浮

体を通じ水中に音が伝わる可能性が考えられるため、これらの水中音に関する影

響について予測、評価を行います。 

 

（回答）風力発電機の設置（浮体係留）の際に、水の濁りがわずかながら発生する

可能性が考えられるため、評価項目として選定しております。 

 

（回答）海域における生態系については、種の多様性や種々の環境要素が複雑に関

与し、 新の知見においても未解明な部分が多いとされています。また上記を踏

まえ「発電所に係る環境影響評価の手引」（経済産業省，2007）においても参考項

目として取り上げられておりません。「平成 23 年度環境影響評価技術手法（大規

模施設等解体事業及び海底改変事業）調査業務報告書」（環境省・いであ株式会社，

2012）では水深がやや深い（200m 以浅）の海域の生物情報は非常に少なく、生態

系に係る評価の考え方が確立されていないため、基礎的な情報を整備し、知見を

蓄積した上、将来的に評価手法等を検討、確立していく必要があるとされていま

す。これらのことから、本事業においても生態系については非選定とし、個々の

分類群において定量的な予測、評価を実施することと致しました。 

 

（回答）風力発電機は陸上から約 18km 沖に設置されます。高さ 243.5m（2 基のうち

高到達点が高い方の値）で 18km 離れた場合の視角は 0.775°であり、景観的に

ほとんど気にならないとされる 1°を下回っているため影響はほとんどないと考え

られるものの、人と自然との触れ合いの場として公園や海浜、道の駅からの景観

に関して予測・評価を行うこととしております。 

 

（回答）風力発電機は陸上から約 18km 沖に設置され、十分離隔があるため住居等に

シャドーフリッカー（風車の影）の影響が及ぶ可能性はありません。「平成 23 年

６．水の濁り（濁水対策）に係る記述がないため、河川、湖沼等の類型指定の状

況、沈砂地等の処理能力や処理方法を具体的に示すこと。 

７．生態系については、何を指標（注目種）とし、どのような調査・評価を行う

のか具体的に記載すること。 

８．居住地等生活環境からの景観、人と自然との触れ合いの場、緑化及び修景に

係る記述がないため、これらを追加すること。 

９．シャドーフリッカー（風車の影）、廃棄物、残土及び塗装からの有害物質に係

る記述がないため、これらを追加すること。 
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度環境影響評価技術手法（大規模施設等解体事業及び海底改変事業）調査業務報

告書」（環境省・いであ株式会社，2012）では、シャドーフリッカーが海生生物へ

及ぼす影響に関する知見はなく、評価の考え方が確立されていないため、基礎的

な情報を整備し、知見を蓄積した上、将来的に評価手法等を検討、確立していく

必要があるとされています。また同書ではヨーロッパにおける洋上風力発電所に

おける魚類等の海生生物の生物量に増加傾向が認められることから、シャドーフ

リッカーによる海生生物への影響は考え難いと指摘されています。これらのこと

から、本事業においてはシャドーフリッカーについて非選定としました。 

設置後実施する各分類群のモニタリング調査の結果から、シャドーフリッカーの

影響の有無についても考察したいと考えております。 

  廃棄物については、方法書に記載しましたとおり、評価項目として選定してお

ります。また残土は発生致しません。 

  塗装からの有害物質の溶出に関しては、雨滴等により化学物質等が流出するこ

とはありません。 

 

（回答）現時点では本事業で設置する大型風力発電機は製造に向け準備中です。引

き続き風車メーカーから情報の収集に努め、上記の情報が得られた場合、準備書

もしくは評価書にて記載致します。 

 

（回答）風力発電機設置箇所への資材搬入はすべて海上にて行います。また洋上風

力であるため、管理道路はありません。 

 

（回答） 寄りの一般大気観測局（広野及び楢葉）の大気環境の現況は、方法書

ｐ.3-5～3-10 に示しております。風力発電機の設置は船舶を用い実施致します。 

 

１０．ｗｉｎｄ ｔｕｒｂｉｎｅ ｎｏｉｓｅに卓越した純音成分（約１００ヘル

ツから２００ヘルツまでの範囲）及びｓｗｉｓｈ音の程度について記載するこ

と。 

１１．資材搬入、管理道路の計画について図示し、資材搬入道路の拡幅工事等に

ついて影響評価を行うこと。 

１２．工事車両の運行は大気環境に影響を及ぼすため、工事車両の運行経路を考

慮し、必要に応じ最寄りの大気環境の現況を示し評価すること。 

１３．施設の稼働時に管理棟等を設ける場合は、生活排水の処理に係る記述を追

加すること。 
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（回答）発電所は洋上となるため、トイレ、水道設備は設置しないため、生活排水

は発生致しません。また陸上には現場監視所を設ける予定ですが、生活排水は下水

道処理等適切に処理致します。 

 

（回答）（洋上風力発電事業であるため省略） 

 

（回答）風力発電機設置箇所を含め、調査地点及びライン等、広域の状況を押さえ

られるよう、調査範囲を設定致しました。 

 

（回答）景観だけでなく、鳥類や航行の視認性等を踏まえ検討を行うよう致します。 

 

（回答）「浮体式洋上風力発電機設置実証事業」にて設置される（仮称）三井造船風

力発電所は、平成 25 年度に設置予定です。そのためこれも含めて複合的な環境影

響を予測・評価いたします。 

 

（回答）対象事業実施区域及びその周辺が海鳥の餌場として利用されているかを調

査した上で、当該海域が風力発電機設置により、餌場としての機能が維持される

かについて予測を行います。 

 

１４．対象事業実施区域の現況確認については、現存植生図だけでは現状との照

合が難しいため、現状が確認できる至近の航空写真、図面等を添付すること。 

１５．動植物相の調査について、調査ルートの設定に際しては、樹木の伐採等の

改変区域を包含するよう考慮すること。特に、注目種が改変区域に分布してい

るのか、又は非改変区域に分布しているのか分かるよう調査すること。 

１６．風車が目立たないように、風景の中に溶け込むよう検討すること。 

１７．近傍の風力発電所との複合的な環境影響が考えられる場合は、可能な範囲

で予測・評価するよう努めること。 

１８．牧草地を中心に風車を多数設置する場合は、猛きん類等の餌場になってい

る可能性があるため、餌場としての機能が維持されるかについて検討するこ

と。また、樹林を伐開・整地して風車を設置する場合は、小動物等の狩場とし

て利用されるようになる可能性があることに留意すること。 
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（回答）（洋上風力発電事業であるため省略） 

 

（回答）（洋上風力発電事業であるため省略） 

 

（回答）（洋上風力発電事業であるため省略） 

 

（回答）洋上における計画であることから、自動撮影装置を用いた哺乳類調査は実

施致しません。海産哺乳類については、船舶によるライントランセクト調査に加

え、航空機（ヘリ）を用いたライントランセクト調査により、目視確認並びに動

画撮影を実施し、対象事業実施区域及びその周辺における広範の生息状況につい

て把握致します。 

 

１９．樹林帯を伐開して風車を設置する場合は、林縁部の植生構造の変化や風の

通り道ができることにより、植生の退行や樹木衰退減少が発現する可能性があ

るため、工事に際しては段階的な伐開、萌芽更新の手法を採用する等の工夫が

必要になるとともに、動物相の変化も考えられることから、影響評価に際して

はこれらについて考慮すること。 

２０．風車設置のための土木工事において、埋め戻し、現状回復を図る旨記載し

ている場合が多いが、現状の定義を明確にするとともに、回復措置の具体的な

内容を示すこと。特に、緑化の内容については詳細に計画を示すとともに、切

土法面、盛土の周辺及び風車設置基部の整地部分の状態を明記すること。 

２１．道路及び送電線埋設工事について、計画の詳細がほとんど示されていない

ため、工事の内容によっては重要種対策や生態系の分断等の可能性について検

討すること。特に、林道等の拡幅工事や鉄板敷等により一時的に大型車両の運

行を行う場合は、工事部分の重要種が消滅することがあること、また、側溝等

を設ける場合は、小動物の落下や分断等の影響があることに留意すること。 

２２．哺乳類の調査手法として、自動撮影調査を実施するものとしないものが混

在しているが、夜行性の中・大型哺乳類の生息確認に自動撮影を用いることは

一般化しているため、調査手法として追加を検討すること。また、ブレードへ

の鳥類等の衝突個体が多くなると、肉食性哺乳類が集まりやすくなることが考

えられることから、事後調査についても検討すること。 
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（回答）洋上での衝突確率の算出手法等、有識者等から助言を受けつつ可能な限り

定量的な予測・評価を行うよう努めます。 

 

（回答）本事業の稼働による化石燃料からの代替効果について示すように致します。 

 

（回答）前述のとおり、水の濁りを評価項目として選定しております。 

２３．鳥類の予測評価については、ブレード、タワー等への接近・接触に関し

て、衝突確率等の算出を行うこと。また、予測評価に際しては、必要に応じて

有識者等から助言を得ながら実施すること。 

２４．風力発電の設備利用率を含め、当該発電所を設置することによる温室効果

ガスの削減効果を定量的に示すよう努めること。 

２５．風車の設置箇所が海に近いことから、海域への濁水の影響について検討す

ること。 
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Ⅱ．福島県沖における浮体式洋上風力発電機設置に係る２事業について 

 

１．環境影響評価法の対象事業 

 福島県沖にて計画されている浮体式洋上風力発電機設置に係る実証事業は、

2,000kW 風力発電機 1 基と付帯施設である浮体式洋上変電所ならびに海底ケーブル敷

設に係る「浮体式洋上風力発電機設置実証事業」、7,000kW 風力発電機 2 基の設置に

係る「浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業」の 2 つである（図１参照）。前者

（総発電量 2,000kW）は環境影響評価法に準じて自主的な環境影響評価を実施する事

業、後者（総発電量 14,000kW）は環境影響評価法の対象となる事業である。 

 

２．建設予定 

 「浮体式洋上風力発電機設置実証事業」に係る施設は平成 25 年度に建設予定であ

り、「浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業」に係る施設は平成 26 年度以降に

建設予定である。 

 

３．調査内容 

 「浮体式洋上風力発電機設置実証事業」は、2,000kW 風力発電機１基ならびに付帯

施設である浮体式洋上変電所ならびに海底ケーブルに着目した調査内容及び調査地

点とし、「浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業」は、7,000kW 風力発電機 2 基

に着目した調査内容及び調査地点とした。 

 事前情報を取得するための現地調査は、2 事業共通で実施する。具体的には平成

24 年秋季から平成 25 年夏季まで 1年間調査を実施する予定である。 

 

 

審査対象は「浮体式洋上超大型風力発電機設置実証事業」であるが、参考のため

「浮体式洋上風力発電機設置実証事業」についても方法書を添付する。また表１に

は２事業の概要および環境影響評価法との関係を示す。 

 

表１ ２事業の概要および環境影響評価法との関係 

事業名称 
浮体式洋上超大型 

風力発電機設置実証事業 
浮体式洋上 

風力発電機設置実証事業 

設備概要 7,000kW 風力発電機 2基 
2,000kW 風力発電機 1基 
浮体式洋上変電所 1基 
海底ケーブル１式 

総発電量 14,000kW 2,000kW 

建設予定 平成 26 年度 平成 25 年度 

環境影響評価法 法の対象事業 対象外（自主アセス） 
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図１ 実証事業に係る施設配置 
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Ⅲ．平成 25 年 1 月 23 日風力部会での顧問からのご質問について 

 

１．予算の事業区分が異なるということは承知の上で確認する。自主アセスと法ア

セスの方法書が同じ時期に出てきているが、案件の中で全部まとめてはいかがなの

か。また、やることは可能なのか、あくまでも別々にやるほうがよいのか。 

（回答）予算の事業区分が異なる点に加え、2MW 事業と 7MW２基事業ではそれぞれ事

業目的が異なります。2MW 事業では、世界初となる浮体式洋上変電所の実証を含む浮

体式洋上風力発電が、海象条件の厳しい実証研究海域にて可能であることを確認す

ることを目的としています。7MW２基事業では、この 2MW 事業の結果を踏まえ、将来

的事業化では必須となる大規模風車の設置を実証します。 

7MW２基事業の法アセスの対象事業実施区域を方法書５ページに示しておりますが、

これは 2MW 事業の実施区域を内包しており、法アセスのなかで 2MW 事業の影響も含

めて予測評価を行うことになります。保全措置に関しては、2MW 事業ではなく、法ア

セスの対象となる 7MW２基事業で対応することとなります。 

 

 

２．自主アセス分の工事は、いつ着工となるのか。 

（回答）２MW の自主アセス分については、25 年度中に着工ということになります。

平成 25 年の浮体風車の設置時期は、現在のところ７～８月を予定しております。 

 

 

３．本日の審査対象分の法アセスの方で、工事工程が4月からとなっている。かな

りスケジュール的にタイトではないかと思うが、これでよいのか。 

（回答）アセスのスケジュールに関しては、経済産業省も福島県も非常に協力的で

あり、迅速に審査を進めていただけると伺っております。 

また工事工程が４月より始まっておりますが、これは正確には着工というより

も浮体を造り始める部分も含めてのスケジュールになっております。 

 

 

４．現在対象事業実施区域が海鳥の餌場として利用されているかということを調べ

るとあるが、浮体式の風力発電機となると、魚類が居つくような漁礁としての役割

も果たすということになり、そこを通過する鳥が誘引する要素が出てくるのではな

いかというのが考えられる。 

そういったものを調査する手法などは考えられていないのか。 

（回答）現在日本国内でも、浮体式も着床式も含めて洋上風力の実証研究が並行

して進んでおり、先行事業でも設置後の調査がなされていくと聞いております。

このような先行事例や海外での事例なども引用しつつ、予測評価していきたいと

考えております。 
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５．建設機械の稼働と施設の稼働の水中騒音という形で予測評価を行うということ

で、「環境保全についての配慮が適正にされているかを検討する』とあるが、この

環境保全の対象としているのは何なのか。具体的に、海に生息する哺乳類であるイ

ルカであるとかクジラ、あるいは魚類、こういうものを念頭に置かれているのか。 

（回答）ご指摘のとおり、そのような動物を想定しております。 

 

 

６．方法書の７ページに図があるが、これは2MW級基の図ではないか。16ページ

のところに「工事用資機材等の運搬の方法」という表があり、その下に参考項目

として３点あるが、今回自主アセスであるので今回はここは見なくていいという

ことか。 

（回答）７ページの図は７MW のものになります。また 16 ページの記載はご指摘の通

りです。 

 

 

７．この辺は割に船舶の通行が多いところではないかと思われ、それについて

はどう対処されるのか。 

（回答）ご指摘のとおり、実証研究海域は船舶通航が輻輳する海域であり、航行

安全対策は本事業の目的の一つとして、非常に重要と位置づけております。 

実証研究海域における船舶通航実態、航行環境等を調査の上、有識者、海上保

安庁、国土交通省、水産庁等関係省庁、当該海域を利用する航運、海運、レジャ

ーボート、漁業者の方々による船舶航行安全対策委員会を立ち上げ、昼間及び夜

間の視認性の確保、視界不良時の対応、一般船舶・漁船・プレジャーボートへの

周知徹底・協力依頼等の安全対策の策定を進めております。 
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Ⅳ．追加の指摘事項について 

 

１．文献等による鳥類相の表の配列が現在の日本鳥類目録に沿っていない。日本

鳥学会が昨年９月に発行した「日本鳥類目録改訂 第７版」に準ずるべきである。 

(回答)準備書においては、最新の資料に準じた記載にいたします。 

 

 

２．夜間に渡る鳥類の把握手法として、レーダーを利用した調査を諸般の事情に

より行えない場合は、それに代わる方法で夜間の渡り鳥の状況を調査するべきで

ある。 

(回答)本事業は沖合約 18km に設置される浮体式洋上風力発電所であり、現在の海域

にはレーダーが設置できる構造物等は存在しておりません。自主アセス事業の供用

後調査という位置づけになりますが、平成 25 年 7～8 月に設置予定である洋上サブ

ステーション上にレーダーを設置し、受電後にレーダー調査を実施する予定をして

おります。これらの事後調査により、当該海域での夜間の渡り鳥の状況も押さえら

れるのではと考えております。 
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