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○事業計画 

１．他事業との風車間距離について 

本計画地点に隣接した海岸には，むつ小川原風力発電事業の計画（準備書提出済）がある。

本計画はこの既計画地点の風下側に立地することになるが，風車間の離隔距離は特に問題とは

ならないのかどうか説明されたい。 

 

むつ小川原風力発電事業の風車とは、約 1km離した配置としており、ローター直径の 10倍程度

離れていることから、問題はないと考えます。 
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○気 象 

２．風力発電機の設置に伴う局地的な気候の変化について 

本年６月にドイツハンブルグでありました、第６回計算風工学シンポジウムでハンブルグ大

学のメンバーから北海で実施されている洋上風力発電がドイツ内陸域へ及ぼしている気温の

影響に関する発表がありました。内容は洋上風力発電が大気中の水蒸気の分布に影響を及ぼ

し、陸上の雲や霧のでき方に影響を与えているというものです。 

しかし現在の技術では確定的にこれを評価することはむずかしいと思います。むつ小川原地

区は方法書p23にもありますように霧をともなう「やませ」が発生する場所でもあり、洋上風

力発電が特に「やませ」に局地的にどう影響してくるかは予測がつきがたいですが、一応影響

を可能な限り調べておく必要があるように思います。幸いこの地区には日本原燃の六カ所村の

施設があり、この周辺で日本原燃および青森原子力センターが詳細な気象観測を行っています

ので、運開の前と後のそれぞれの１０年程度データを提供してもらって、風、気温、湿度、日

射量、放射収支量、日照時間、降水量などに洋上風力発電の影響があるかどうかを分析してい

ただきたいというのが私の希望です。また可能であれば周辺地域にたくさん設置された風力発

電機の設置前と設置後で、「やませ」を含む局地的な気候に変化があったかどうかについて情

報を集めていただくこと、また準備書には現状の「やませ」の発生頻度等についてもう少し詳

しい記述をしていただくことを希望します。 

 

本事業の実施に伴う、当該地域における風、気温、湿度、日射量、放射収支量、日照時間、降

水量等の変化について、大学等の関係研究機関に相談し、事業性等を鑑みて可能な限り実施する

方向で検討します。また、周辺地域に設置された風力発電機の運転開始前後における局地的な気

候変化についても、可能な範囲で情報を集めます。 

現状のやませの発生頻度等については、情報を収集し準備書に記載する方向で検討します。 
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○騒音等 

３．騒音の測定等について 

静音が必要とされる地域での現状把握調査にあたって、既設の事業からの騒音影響を極力受

けない状態での測定が非常に重要で必要と考えます。その場合、測定機器に対する風の影響、

マイクロホン等に発生する風雑音を計測しない慎重な計測計画立案とその実施が望まれます。

さらに、波浪音の排除、波浪音の計測になっていないことの確認も重要と考えます。 

 

騒音の測定にあたっては、防風スクリーンを使用するなど、風の影響を可能な限り低減するよ

う配慮いたします。 

また、測定結果の集計にあたっては、特定騒音の除外や、95％時間率騒音レベル（LA95）の算出

を行います。 

 

 

４．低周波音（100Hz以下の騒音と20Hz以下の超低周波音）の現地測定方法について 

低周波音マイクロホンは、風雑音の影響を受けやすいので、低周波音測定は専門家でも難し

いと云われています。それ故、10月の7日間5地点連続測定に際しては、音の調査と並行して、

調査区域の風向風速を連続して記録するよう努めてください。また、できる限り風雑音を防止

できるような低周波音マイクロホン用の防風スクリーンを使用してください。その上で風雑音

に汚染されていると判断できるデータは、十分吟味の上、除外するように努めてください。 

 

低周波音の測定にあたっては、調査区域の風向風速の連続記録を行います。また、低周波音の

測定に際しては、低周波音マイクロホン用の防風スクリーンを使用いたします。風雑音が大きい

データについては、除外するよう努めます。 

 

 



5 

 

 

５．施設の稼働による騒音の予測について 

事業実施地域の周辺には住居が集合する地域、さらに第1種住居専用の指定地域がけして狭

くない面積で存在し，静穏な環境が望まれる地域となります（P165）。本事業に洋上と名が付

されていて、発電風車は洋上に配置される計画になっていますが、住居と風車の距離は陸上に

配置される多くの事業計画とあまり変わらない計画内容とも思われる一方、洋上と言うことか

らか個別の発電出力が我が国での最大級の機器を配置する計画になっています。言うまでもな

く騒音 (以下低周波騒音も含む）の発生量は風速の増減に相関があるばかりか発電量と正の密

接な相関関係がありますので、その発生量の増大が想定され、それを考慮する必要があります。

(知事意見でも言及、P247) 

風力発電機の年を追っての技術革新に低騒音化に幾分かの期待されるものの、発電出力の増

大は騒音発生の増大に密接に関係するとの研究もあり、距離の遠近の問題だけでなく（P236）、

発電量と騒音発生量の関係について精度が高く、信頼性の高いデータに基づく検討評価が必要

と思われます。不確実性が高い場合は十分に安全側の予測が必要と考えます。 

 

予測に用いる騒音の発生源データは、可能な限り信頼性の高いものを入手するようにいたしま

す。 

 

 

６．施設の稼働による騒音の影響について 

本事業実施地域を取り囲んで既設の風力発電事業があり（P219)、本事業での環境影響評価

対象地域の一部にもその影響が及んでいることも想定されます。その場合に、それらによる環

境影響への順化に依存したやや楽観的な方向の評価に偏ることなく、新規設置事業計画として

取り組む必要があります。すなわち、影響を受けてしまっている部分に対しては、その現状の

環境影響を本事業で軽減することは不可能としても、極力増大することのない取り組み検討が

必要と考えます。 

 

施設の稼働による騒音の影響を可能な限り低減するよう検討いたします。 

 

 

 



6 

 

 

７．騒音・低周波音の調査点と最近接風力発電機の距離について 

配慮書から方法書に至る過程で変更した風力発電機の配置（p.374）に対して、準備書では

騒音・低周波音の調査地点と最近接風力発電機の距離関係を整理して表等に整理してくださ

い。 

 

準備書において、騒音・低周波音の調査地点と最近接風力発電機の距離関係を、表等に整理し

示します。 

 

 

８．住居と風車の距離について 

本事業では、単基の風車ではなく、多くの風車が並置される計画になっており，住居と風車

の最短距離の明示が必要なことは言うまでもなく、近接の他風車からの影響も無視できない距

離間隔も想定され、二番目、三番目の距離となる風車までの距離も明確に示されることが望ま

れます。 

 

準備書において、住居と風車の最短距離だけでなく、二番目、三番目の距離となる風車までの

距離を記載いたします。 

 

 

９．変電所からの騒音・低周波音の影響について 

p.20に変電所の位置が2か所示されています。これらの変電所位置とp.234の住居の位置と見

比べると、両変電所の近傍に住居が存在していることが分かります。変電所からの騒音・低周

波音が周辺地域に与える影響についての予測評価の必要性を検討してください。また環境保全

措置としての変電所の騒音・低周波音の対策の有無等について回答してください。 

 

環境影響評価法の対象事業として、発電所については「事業用電気工作物であって発電用のも

のの設置又は変更の工事の事業」と規定されており、変電、送電等については対象となっており

ません。 

p.20 に記載の変電設備は、発電所と同一構内にはないため「変電所」に該当し、発電所（付属

設備）には該当しないことから、予測・評価の対象とはいたしません。しかしながら、変電所の

騒音・低周波音については、近傍の住居への影響を低減するよう、必要に応じて環境保全措置を

今後検討いたします。 
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○水環境 

１０．水環境の調査地点について 

工事の施工に伴って発生する海域の濁り、および底質からの有害物質の溶出。これらを環境

影響評価の項目としていることは妥当である。それらの発生、影響を論じる場合、流況を知る

ことが必須であるが、事業実施区域が海岸のごく近傍であることから海岸流の発生、潮汐流の

影響なども予想される。とくにこの海域は風浪による離岸流があるはずで、風車の位置ではそ

れがかなり強く、また潮流と合成されるのではないかと思われる。メッシュ状の流況調査が必

要である。 

 

 

水の濁りの予測に用いる流況については、むつ小川原港港湾計画資料に掲載されている恒流

や潮汐等、色々なデータを分析して用いる計画です。既存文献調査で知見が得られていると考

えておりますが、さらに当該海域の流況に関する文献調査を行い、適切なパラメータの把握に

努めます。 

海岸流（海浜流）のうち沿岸流については、砕波帯から岸側に発生します。また、離岸流の

消える位置は、岸を基準として、岸から波が砕ける位置までの距離の約 1～2.5倍といわれてお

り、対象事業実施区域付近では岸から約 100～250mの位置となります。本事業におけるケーソ

ンの設置位置は、岸から約 400m以上離れていることから、沿岸流及び離岸流は及ばないものと

考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新体系土木工学 82 港湾施設の設計」（（社）土木学会、昭和 55年）より作成 

離岸流頭 

約 100～250m 

風力発電機列（ケーソン設置位置） 

約 400ｍ以上 

砕波 



8 

 

○水中音 

１１．水中音の計測器について 

p.321には、水中音の測定方法が示されていますが、使用予定の水中音測定システムの性能

を示してください。（例えば、周波数範囲、音圧または音圧レベルの測定限界[上限値や下限

値]、ダイナミックレンジなど） 

 

水中音測定に使用するシステムの概要は下表のとおりです。 

 

表 水中音測定システムの概要 

水中音圧計 測定音圧レベル範囲 100dB～180dB（0db=1μPa) 

周波数範囲 10Hz～100kHz 

10Hz～10kHz（内部フィルター使

用時） 

WAVEデータレコーダ 周波数範囲 1Hz～20Hz:±1dB 

20Hz～12.5kHz:±0.5dB 

12.5kHz～20kHz:±1dB 

ダイナミックレンジ 80dB以上 

 

 

 

１２．水中音の予測について 

施設稼働時の水中音(p302)について、どの様な予測をされる予定でしょうか？ 

ブレードやナセル、発電機から空中に放射される騒音の水中へ浸透する成分(空気伝搬音）

に加えて、機器で生じる振動がタワーや基礎を伝達して水を加振して水中音となる成分(固体

伝搬音）も無視できないと考えます。 

 

空中から水中に伝搬する騒音及び基礎部から水中に伝搬する騒音について、後者については

モノポールから伝搬する水中音についての知見は存在しますが、ケーソンからの伝搬について

の知見が得られていない状況です。ご指摘の件を含めて情報の収集に努めます。 
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○動物・植物 

１３．コウモリ類調査について 

・p.234 第 4.2.3-3 表(1) 生態特性による重要な種の区分で、カグヤコウモリは生態特性が

⑥主に内陸部に生息する種とし、影響区分はなし、ヒナコウモリは生態特性が③主に内陸部

に生息するが海浜部にも出現する種とし、影響区分を(3) 移動阻害もしくは(4) 風車への衝

突としています。一方、p. 324 動物（コウモリ類）の現地調査地点は対象事業実施区域及

び周辺の6 地点（第6.2-4 図(1)）となっており、p.326の図では、すべて陸上の調査地点に

なっています。近年、海上を餌場として利用する、もしくは移動経路として利用するコウモ

リの存在が明らかになっていますが、実際には風車施設への衝突等が問題になると思います

ので、施設建設地付近に実際にコウモリが出現するかどうかに関わってくると思われます。

その場合、海上でのバットディテクターの調査が必要と思いますが、いかがでしょうか？ 

 

・前記に関連しますが、p. 339 専門家へのヒアリングは、海鳥（大学教授、自然保護団体）

には行っていますが、コウモリの専門家にも行うべきではないでしょうか？ もし専門家に

よる聞き取りで、海上での飛翔が問題にならないとすると、哺乳類の影響予測対象種として

考慮する必要がなくなると思います。逆に、海上での飛翔を問題視するとなると、海上での

コウモリ類調査が必要となります。 

 

1．コウモリ類の専門家へのヒアリングについて 

コウモリ類の飛翔状況の把握に当たっては、専門家にヒアリングを行います。 

 

2．海上でのバットディテクター調査について 

海上での夜間調査を実施するに当たって、八戸海上保安部が求める安全対策として、作業に

必要な照度が得られるよう照明器具を配置することを求められています。しかし、コウモリ類

はこの照明を忌避し、または照明に寄ってきた昆虫類に誘引されることで調査結果に影響を与

える可能性があります。 

このため、コウモリ類が活動を開始する日没前後を対象に海上でのバットディテクター調査

の実施を検討します。 

なお、コウモリ類の調査については、p6-30[326]において 6 地点での調査を予定しており、

これについてはバットディテクターを用いた事前の観察により適切な調査地点を決定する等、

汀線付近での海上方向のコウモリ類の飛翔の把握に努めます。 
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１４．コウモリ類、鳥類調査について 

動物の調査計画では沿岸の地点および洋上での調査が計画されているが，p.220によれば，

計画地点の内陸部には既設風力あるいは準備書提出済みの計画地点があり，尾駮沼，鷹架沼等

を多数の鳥類が利用している状況にある。したがって，内陸側にも調査地点を設け，計画地点

周辺の一般鳥類および重要種の現在の飛翔状況・移動状況を把握する必要があると考える。特

に，現在は沿岸部には既設風力発電機が分布していないことから，鳥類などは計画地点方向に

飛翔している可能性がある。一方，本計画により沿岸域に風車が立地・分布した場合，鳥類等

の移動を封鎖するような状況になることも想定され，計画地点周辺の鳥類相等の種，密度等が

変化する可能性も想定される。あるいは，鳥類等の飛翔状況がむつ小川原港から東側沖に向け

て飛翔するようになることも想定される。このような行動パターンに対する影響についてはど

のように予測・評価するのか検討されたい。 

 

 

1．内陸側の調査地点について 

方法書 p6-31[327]において、「○」の地点で鳥類のポイントセンサスを予定しております。

このうち、尾駮沼河口部、鷹架沼河口部及び高瀬川河口部にそれぞれ調査地点を設けており、

それぞれの調査地点の周辺及び上空を通過する鳥類の状況について把握することが可能である

と考えております。 

また、その他の地点についても対象事業実施区域だけでなく、上空を通過し、内陸方向へ飛

翔する鳥類について確認することにより、内陸部と海域を往復する鳥類の状況について把握す

ることが可能であると考えております。 

 

2．予測・評価について 

上記の方法等で把握した鳥類の主要な飛翔経路及び飛翔高度並びに風力発電機の設置位置

及び形状から、内陸部と海域を往復する鳥類の飛翔経路への影響を定性的に予測します。 
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１５．衝突リスクの予測について 

バードストライクについては重要種だけが問題ではなく一般種についても注意を払う必要

があると考えることから，衝突リスクの計算については重要種のみならず個体数の多い一般種

についても検討する必要があるのではないかと考えるので，検討されたい。 

 

バードストライクについて、現地調査の結果、確認個体数の多い一般種については、予測及

び評価の実施について検討いたします。 

 

 

１６．底生生物の調査地点について 

海域に生息する動物の調査地点が各実施区域に 1カ所しかないことについて： 游泳性ある

いは浮遊性動物に関しては外海性のこの海域ではまあ妥当として良いだろうが、底生生物は

パッチ状分布すること、また底質や水質環境によって生物種･量が変わることから複数点調査

する必要がある。例えば底質の粒度組成、有機物量に関して尾鮫地点については南端は尾鮫沼

の影響が考えられ、新納屋地先については北部がむつ小川原港と鷹架沼の影響を受けることは

必至である。各実施区域に最低６カ所（浅所ラインと深所ライン上にそれぞれ 3地点ずつ）は

調査地点が必要である。 

 

底生生物の調査地点については、ご指摘の状況を踏まえ、各風力発電機列の中央 1地点に加

え、各風力発電機列の両端各 2地点にも調査点を追加し、合計 9地点とします。 
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１７．海藻草類の調査ラインについて 

海域に生育する植物の調査ラインが海岸に平行に 1本有ることについて： 植物は光条件（深

くなると光が減衰）で種類や数が変わる。通常は海岸に垂直に浅所から深所へラインを設定し、

そのライン上で調査する。ラインは各実施区域の北部、中部、南部に海岸から沖方向へ１本ず

つ必要。 

 

対象事業実施区域及びその周辺における藻場の分布については、「第 4回自然環境保全基礎

調査」（環境庁自然保護局、平成 6年）の結果では藻場はみられないこと（p3-124[146]）、ま

た「むつ小川原港港湾計画資料（その 2）新規」（むつ小川原港港湾管理者、昭和 52年）によ

ると「出戸から百石に至る海岸は砂質で藻場はみられない」との記載があります。（下図参照） 

対象事業実施区域及びその周辺における海底の底質については、東西方向の海底勾配がほぼ

一様であること（p3-36[58]）、底質は対象事業実施区域及びその周辺のほぼ全域で細砂である

こと（p3-39[61]）から、海藻の生育基盤としては適していないと考えます。 

以上のことから、対象事業実施区域には大規模な藻場は存在しないと考えます。また、漁業

者からのヒアリングでも同様の回答を得ています。 

これらのことから、風力発電機列付近には海藻草類の生育はないものと考えておりますが、

念のため改変区域における海底の状況（海藻草類の存在の有無等）を把握するために、各風力

発電機列上に調査ラインを 1測線ずつ設定しました。なお、尾駮地先東側の列は水深 30ｍ程度

であり海藻草類の生育が想定されないため除外しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  港湾計画資料に記載の砂質海岸の位置

対象事業実施区域 

凡 例 
出戸 

百石 
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１８．漁業について 

事業実施区域の漁場としての価値が触れられていない。この海域は漁業に利用されていない

のか。また「尾鮫沼、鷹架沼などの河口部を閉塞しないから、それら内水面での鮭など遡河性

動物に影響しない（例えば p265）」というのは全く間違った論議である。構造物、あるいは水

中音を忌避する動物の場合には、風車の建設は水路閉塞と同様に海と内水面間の回遊に影響す

るので、生物の生態とからめての論議が望まれる。 

サケの遡上データは有るはずなので、準備書に載せて下さい。 

 

1．対象事業実施区域での漁業について 

対象事業実施区域はむつ小川原港の港湾区域内にあり、p3-150[172]に示すとおり漁業権は

設定されておらず、漁業権漁業は実施されていませんが、地元漁業協同組合へのヒアリング及

び漁獲量の収集等により実態の把握に努めます。 

2．配慮書での予測結果について 

遡河性及び降海性の回遊魚への移動阻害については、配慮書作成時の計画では、p4-32[256]

に記載したとおり風力発電機基礎部の間隔は最小 256ｍ～最大 342ｍであり、尾駮沼及び鷹架沼

の河口部と海域の間には防波堤等の港湾施設が既に存在すること、尾駮地先西側の風力発電機

列から老部川河口部までの距離は約 0.6kmであること、新納屋地先の風力発電機列の最南端か

ら高瀬川河口部までの距離は約 1.4kmであることから、遡河性及び降海性の回遊魚は風力発電

機列を十分通過可能と考えられることから影響はないと記載しました。 

ただし、遡河性及び降海性の回遊魚の生息地については、発電機基礎部による事業実施想定

区域の改変面積比率が 0.1％なので、一定の影響が想定されると記載しました。 

準備書においては、地元漁業協同組合からの漁獲量データ及び現地調査結果を整理し、遡河

性及び降海性の回遊魚を含め予測評価を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．サケの遡上データについて 

サケの遡上データについて、地元漁業協同組合の漁獲量データを収集し、公表可能であれば

準備書に記載します。

約 0.6km 老部川 

尾駮船だまり 
尾駮沼 

約 1.4km 高瀬川 

むつ小川原港 鷹架沼 
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１９．ヒラメの生育場について 

評価書作成時の聞き取り（p221）で B氏は、ヒラメの産卵、幼稚仔育成場として機能してい

ると発言しているが、実際にそうであれば資源保護ならびに水産上も大きな問題である。きち

んと調査、論議すること。 

 

配慮書作成時の漁業団体へのヒアリングで「高瀬川前面海域がヒラメの産卵場もしくは稚魚

生育場ではないか」との情報を収集しました。 

本事業計画においては、新納屋地先の風力発電機列の最南端から高瀬川河口部までの距離は

約 1.4km、対象事業実施区域南端から高瀬川河口部までの距離は約 0.8kmであり、高瀬川前面

海域は改変しない計画なので、ヒラメの生育場への直接的な影響はないものと考えていますが、

専門家へのヒアリングによりヒラメ資源に対する当該海域の位置づけについて把握に努めます。

また、ヒアリング結果を必要に応じて予測に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高瀬川 

約 1.4km 

約 0.8km 
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○景 観 

２０．景観について 

① 景観の調査地点として、住民が日々眺めることになる集落から、および海上交通や漁業等

でその利用の多く見込まれる海域から何個所かを選び、つけ加えてほしい。 

② 可視領域図で海域部分が抜けているので、修正されたい。 

 

① 景観の調査地点として、住民が日々眺めることになる集落、および海上交通や漁業等でその利

用の多く見込まれる海域について、調査地点の追加を検討いたします。 

 

② 海域は平坦で全域が可視領域となることから、方法書では海域の可視領域を記載いたしません

でした。準備書において、海域の可視領域を追加記載いたします。 

 

 

○全 般 

２１．調査・予測結果の記載について 

現況調査の結果や予測結果について、評価の説明をよりよくわかりやすくするような図表化

に努めていただきたい。 

 

準備書において、現況調査の結果や予測結果について、評価の内容をより分かりやすくするよ

う図表化に努めます。 

 

 


