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１．道路交通騒音の計算補正式について 

p.162 には計算値補正式が記載されています、この補正はモデル誤差を補正するものでは

なく、地域特性を補正するという考え方のものです。地域特性とは、その地域に固有の自

動車の種類や舗装の劣化等に起因する偏りを意味します。この意味を明確にするために、

補正式は、 
L'Aeq=Lse－（Lge－Lgi）という記載ではなく、 
L'Aeq=Lse＋（Lgi－Lge）と書くのが合理的です。 
すなわち、 
（将来予測値）＝（将来条件の計算値）＋（地域特性の補正量） 
の考え方です。 
p.174 の道路交通振動も同様です。 

 

 ご指摘のとおり、修正させていただきます。 

道路交通振動についても同様に修正します。 

 

（準備書） 

・計算値補正式 

計算値補正式は、将来予測における道路条件や交通条件、モデル誤差等を考慮し、次のと

おりとした。 

( )gigeseAeq LLLL −−=′  

【記号】 

AeqL′  ： 補正後将来計算値（デシベル） 

seL  ： 将来計算値（デシベル） 

geL  ： 現況計算値（デシベル） 

giL  ： 現況実測値（デシベル） 

 

（修正案） 

・計算値補正式 

計算値補正式は、将来予測における道路条件や交通条件等、地域特性を考慮し、次のとお

りとした。 

( )gegiseAeq LLLL −+=′  

【記号】 

AeqL′  ： 補正後将来計算値（デシベル） 

seL  ： 将来計算値（デシベル） 

giL  ： 現況実測値（デシベル） 

geL  ： 現況計算値（デシベル） 

 



3 

 

 

２．空気吸収の計算について 

p.166 には空気吸収の計算方法が書いてありますが、物理現象としての空気吸収は気温、

湿度、気圧、周波数、距離の関数で表現されます。計算方法としては ISO 9613-1or JIS Z 
8738 に計算式が示されておりますので、こちらを使ってください。 
また、空気吸収の影響は、地域の平均的条件（年間平均温度・湿度）及び音の伝わりやす

い条件（日平均温度・湿度等）を算定して検討してください。（騒音の周波数特性、気温、

相対湿度等を設定して計算。） 
 

 

 空気吸収計算式を ISO 9613-1or JIS Z 8738に変更して計算を行い、評価書に記載します。 

 

 

３．施設の稼働に関する調査の基本的な手法について 

p.164 の騒音に関する「調査の基本的手法」の中で「騒音の状況」の「調査方法」として

騒音規制法の中の特定工場の騒音測定方法が引用されています。しかし、特定工場の騒音

は、敷地境界上を対象として LA5 等を測定・評価することになっており、今回のような住

居地域における LAeq 測定を行う方法の根拠としては、規制法の引用はふさわしくないと

考えられます。 
 

 

 P6-3-7(164)の(2)イ(b)の表は、敷地境界での時間率騒音レベル（ＬA5）の測定方法を記載して

いました。準備書では住居地域における等価騒音レベル（ＬAeq）を測定していますので、「騒音

に係る環境基準（平成 10年環境省告示第 64号）に規定する騒音の測定方法による方法」に修正

して評価書に記載いたします。 

 

 

４．風力発電機騒音の純音成分とスウィッシュ音について 

p.149 の事業者の見解 10 において、純音成分とスウィッシュ音については評価書に記載す

ると書かれていますが、現時点で、資料が得られているなら風力部会に参考資料として提

出してください。 

 

 

 風車メーカーからのデータが現時点では入手できておりませんので、提出することができませ

ん。申し訳ございません。 
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５．変電所の騒音・低周波音について 

p.27 に変電所の計画図が記載されていますが、この計画による変電所から周辺地域への騒

音・低周波音の影響や対策については何ら記述がされていません。 

 

 

 変電所計画地の北西側に木造出来島の集落が存在していますが、500ｍ程度の距離があります。

また、主変圧器は屋外に設置する計画となっていますが、機種については、日本電機工業会規格

の変圧器の騒音レベル基準値(JEM-1118)を下回る低騒音型を採用し、騒音等の影響が生じないよ

ういたします。万が一、近隣住民等への騒音の問題が発生した場合は、主変圧器を建屋等で覆う

などの対策を講じます。また、上記の内容を評価書に記述します。 

 

６．超低周波音の評価について 

p.247 に超低周波音の影響評価方法に「低周波音問題対応の手引書」が引用されています

が、この手引書は低周波音問題が発生した時の対応方法を書いたものであって、そこに示

される参照値などはアセスの保全目標ではありません。この手引書の引用は誤解を招きま

す。また、p.294 の最終行には「予測結果は参照値と整合する・・・」と書かれています

が、前述のとおり参照値はアセスの保全目標を意図して作成されたものではありません。 
 

 

 準備書で出典名として記載している「低周波音問題対応の手引書」は誤りですので、Ｇ特性で

100dB の根拠としては ISO-7196 といたします。 
したがって、P294 の最終行で「参照値」としているのは、「低周波音問題対応の手引書」の

参照値ではなく、「Ｇ特性については、ISO-7196 による間隔閾値（100dB）」、「平坦特性に

ついては、建具ががたつき始める値、圧迫感・振動感を感じる音圧レベル」を指しています。 
 

７．低周波音の測定結果について（7/25の風力部会で指摘） 

p.272～p.280 の冬の低周波音測定結果は全体に値が高く、風雑音と思われるデータが多数

あります。特に p.279(No.8 の 12:00)に見られるように G 特性音圧レベルが 101.4dB とい

う極めて高い値が示されています。p.169 には「時系列データを作成し、風の影響・・・

と判断できるものは除いて計算する」と書かれていますが、それを行って個々のデータを

精査したとは思われません。測定当時の現地の風速等の気象条件を示す必要があります。

また、強風によってデータが信頼性のないものがあれば、理由を考察してそのようなデー

タを削除するなど採用しないようにすることが必要です。 
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 ご指摘を踏まえ、再度、測定結果を見直し、適切に除外音処理を行い、測定結果等を修正させ

ていただきます。 

 

８．低周波音の予測結果と建具のガタツキについて 

p.285～p.293 について、冬の低周波音予測値（合成値）は建具のガタツキ閾値を超えるも

のが多くなっています。寄与分のみを将来予測値として評価することは、理由がなければ

不可です。 
 

 

 ７．のご指摘を踏まえ、再度、測定結果を見直し、適切に除外音処理を行い、測定結果、予測

結果等を修正し、現況との合成値をもって評価いたします。 

 

 

９．低周波音のガタツキと圧迫感・振動感の影響評価の図示について 

p.295 のガタツキ始める値と圧迫感・振動感を感じる音圧レベルを図示するだけでは不十

分です。評価に関する文章との整合性を明確に示すために、これらの図の中に低周波音の

周波数別予測値をプロットして示す必要があります。 
 

 

ご指摘を踏まえ、準備書 295 ページに記載した図 7-2-2 及び図 7-2-3 に、個々の地点ごとに

予測値をグラフ上にプロットし、評価書に記載いたします。 

 

 

１０．道路交通振動の要請限度について 

p.298～p.299 には、道路交通振動の予測結果を示す表があり、表中にはカッコ書きで要請

限度値が記入されています。表中の要請限度は昼間 60dB、夜間 55dB と記入されています

が、p.120 の表 3-2-22「指定区域における道路交通振動の要請限度」では、第 1 種区域に

対して昼間 65dB、夜間 60dB と書かれています。どちらが正しい？ 
 

 

 申し訳ございません。第 1 種区域に対しては昼間 65dB、夜間 60dB が正しい値です。ご指摘

を踏まえ、p.298～p.299 の表を以下のとおり修正し、評価書に記載します。 
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(準備書） 

表 7.3.2(1) 道路交通振動の予測結果（昼間） 

（単位：デシベル） 

時
間
区
分 

予
測
地
点 

現
況
実
測
値 

振動レベル（L10）の予測結果 

現 況 

計算値 
 

(一般車両) 

将 来 

計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

補正後 

将来計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

増加分 
要請 

限度 

（L10） 

  A   B B-A  

昼間 No.8 28 36 41 33 5 (60) 

注：1．時間区分は、昼間が 8時～19時である。 

2. 現況実測値及び予測結果は、予測における等価交通量の適用範囲下限である 10台/500 秒/車線を下回る

時間帯を除いて求めた。 

3. 予測地点は要請限度の地域の指定はされていないが、地域の状況から、第一種区域に対する要請限度を準

用し（）内に記載した。 

 

表 7.3.2(2) 道路交通振動の予測結果（夜間） 

（単位：デシベル） 

時
間
区
分 

予
測
地
点 

現
況
実
測
値 

振動レベル（L10）の予測結果 

現 況 

計算値 
 

(一般車両) 

将 来 

計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

補正後 

将来計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

増加分 
要請 

限度 

（L10） 

  A   B B-A  

夜間 No.8 29 36 40 33 4 (55) 

注：1．時間区分は、夜間が 19 時～8時である。 

2. 現況実測値及び予測結果は、予測における等価交通量の適用範囲下限である 10 台/500秒/車線を下回る時

間帯を除いて求めた。 

3. 予測地点は要請限度の地域の指定はされていないが、地域の状況から、第一種区域に対する要請限度を準

用し（）内に記載した。 
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（修正案） 

 

表 7.3.2(1) 道路交通振動の予測結果（昼間） 

（単位：デシベル） 

時
間
区
分 

予
測
地
点 

現
況
実
測
値 

振動レベル（L10）の予測結果 

現 況 

計算値 
 

(一般車両) 

将 来 

計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

補正後 

将来計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

増加分 
要請 

限度 

（L10） 

  A   B B-A  

昼間 No.8 28 36 41 33 5 (65) 

注：1．時間区分は、昼間が 8時～19時である。 

2. 現況実測値及び予測結果は、予測における等価交通量の適用範囲下限である 10台/500 秒/車線を下回る

時間帯を除いて求めた。 

3. 予測地点は要請限度の地域の指定はされていないが、地域の状況から、第一種区域に対する要請限度を準

用し（）内に記載した。 

 

表 7.3.2(2) 道路交通振動の予測結果（夜間） 

（単位：デシベル） 

時
間
区
分 

予
測
地
点 

現
況
実
測
値 

振動レベル（L10）の予測結果 

現 況 

計算値 
 

(一般車両) 

将 来 

計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

補正後 

将来計算値 
(一般車両 

＋工事関係車両) 

増加分 
要請 

限度 

（L10） 

  A   B B-A  

夜間 No.8 29 36 40 33 4 (60) 

注：1．時間区分は、夜間が 19 時～8時である。 

2. 現況実測値及び予測結果は、予測における等価交通量の適用範囲下限である 10台/500 秒/車線を下回る

時間帯を除いて求めた。 

3. 予測地点は要請限度の地域の指定はされていないが、地域の状況から、第一種区域に対する要請限度を準 

  用し（）内に記載した。
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１１．騒音及び低周波音に関する環境保全措置について 

p.690 の騒音及び低周波音についての環境保全措置には、「同規模の他機種に比べ、騒音

パワーレベルが 6dB 程度低いギアレス型風力発電機を採用する」と書かれています。同規

模他機種より 6dB 程度騒音パワーレベルが低いと書かれた根拠データを示してください

（参考資料でよい）。 

 

 

同規模の他機種との一覧表を以下に示します。準備書では「6dB程度低い」と記載しましたが、

精査したところ、以下の表に示すとおり「2～3dB程度低い」ことが確認され、同規模の他機種に

比べ最も低騒音型の風力発電機と考えております。なお、「6dB程度低い」は、「2～3dB程度低い」

に記載を修正いたします。 

また、本事業で採用することとした風力発電機（表中のENERCON E92）については、国内に導

入されていないため、事業者が推計したパワーレベルを用いて予測評価を行っています。したが

って、今後、風力発電機供給メーカーからのデータの入手に努め、入手が出来た段階で、ご指摘

のとおり、低減される騒音パワーレベルの幅とともに、目標を達成するか、再度、評価書までに

予測評価を行います。 

 

 

導入予定の風力発

電機の仕様

三菱重工 日本製鋼所 日立製作所 Vestas ENERCON

MWT95A/2.5 J82-2.0 HTW2.0-80 V90-3.0 E92

定格出力（ｋW） 2,500 2,000 2,000 3,000 2,300

風車地上最高高さ(m) 127.5 118.6 118 120 131

風車タイプ アップウインド アップウインド ダウンウインド アップウインド アップウインド

巻線型誘導発電機　　　　　　　　　　永久磁石多極励磁 交流励磁型 二次励磁制御 多極同期発電

+ 同期発電機 同期発電機 誘導発電機 +

IGBTコンバータ 出力：2,270kVA 定格出力：2,000kW （DFIG) 可変速インバータ

電圧：660V 定格電圧：1,400V

増速機の有無 有 無 有 有 無

ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維 ガラス繊維、 ガラス繊維

強化プラスチック 強化プラスチック 強化プラスチック 炭素繊維、 強化プラスチック

（GFRP) （GFRP) （GFRP) エポクシ樹脂 （GFRP)

タワーの形状 テーパ付モノポール テーパ付モノポール テーパ付モノポール テーパ付モノポール テーパ付モノポール

可変速 可変速 可変速

定格時19.0 11.1～19.6 5～16

ブレードによる出力制御方法 ピッチ制御 ピッチ制御 ピッチ制御 ピッチ制御 ピッチ制御

カットイン風速（m/ｓ） 3.2 3.5 4 3.5 2.5

カットアウト風速（m/ｓ） 25 25 25 25 28～34

定格風速（m/ｓ） 12.5 13 13 15 14

設計上の耐風速（m/ｓ） 59.5 70 70 70 60

アンカー方式 ボルト方式 リング方式 リング方式 リング、ボルト両方式対応可 リング方式

風車の騒音レベル（単機）（dB) 107.9 105 107.7 107 105※

国内導入実績（基） 無し 105 28 31 0

国外導入実績（基） 無し 無し 無し 2,454 -

注）※は事業者による推計値

8.6～18.4

他メーカーの同型機の仕様

機種名

発電機仕様

ブレードの材質

ローターの回転数(rpm) 15
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１２．騒音及び低周波音に関する予測地点について 

施設から民家がかなり距離的に近いなという印象がまずあります。最寄りの民家からの

距離が 500 何ｍ、700 幾つと書いてあり、最寄りはそうなのですけれども、第２番目、

第３番目の民家との距離も、それほど変わらないのです。その辺もあわせてご検討して

いただかなければいけない。 

 

 

 騒音、低周波音の予測は、基本的には建設される風車から最寄りの民家を対象としていますが、

周囲の状況等により、その予測に不確実性を有すると認識しております。したがって、騒音、低

周波音の事後調査を予測対象とした民家で実施するとともに、必要に応じて近隣の民家において

も実施することといたします。 

 

１３．騒音の評価について 

実は風車の発生騒音の問題というのは、静かな環境に突然騒音を発生する施設が事業展

開されるということが第１の問題ではないかということです。10dB も騒音が増大する

可能性があるという捉え方の方もいらっしゃいます。 

 

 

ご指摘いただいた「10dBも騒音が増大する」地点は、いずれも残留騒音との合成値ですが、夏

季の№6 の昼間、冬季の№9 の夜間が該当します。また、10dBの増加に近い地点として、夏季の

№5 の昼間で 8dB、冬季の№9の昼間で 9dBの増加（いずれも残留騒音との合成値）と予測されま

した。 

上記の状況を踏まえ、評価書作成までに実行可能な範囲で配置計画の見直しを行い、予測評価

を行います。予測の結果、増加分の低減が十分に図られない場合は、事後調査を実施し、騒音等

の影響が著しいことが明らかになった場合は、専門家に助言を求めた上で、対象家屋への防音対

策や運転調整など適切な対策を講じることといたします。 
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１４．騒音及び低周波音に関して 

準備書記載の評価方法ではやや高過ぎるのではないかというのが率直な印象です。やは

りそういう意味で考えると、民家に一番近いところの配置計画も含めてもう一度ご検討

されてもよろしいかなと思いました。 

 

 

 評価書作成までに実行可能な範囲で配置計画の見直しを行い、予測評価を行います。予測の結

果、増加分の低減が十分に図られない場合は、事後調査を実施し、騒音等の影響が著しいことが

明らかになった場合は、専門家に助言を求めた上で、対象家屋への防音対策や運転調整など適切

な対策を講じることといたします。 

 

１５．風車の色について 

この自然景観とか田園景観の中では、完全な無彩色というのはやはり人工的な感じがし

ます。この季節の微妙な変化とか、見る視点だとか、いろいろ検討されて、無彩色では

ない明度、彩度、色相をお示しになれば誤解がないように思います。どれが最適の色か

示した方が、地域の方にも説明がつくように思います。あちこちで風車がこれから設置

されることも伺っておりますので、みんな真っ白の灰白色の風車が林立するということ

であれば、初めは物珍しさも手伝って何とかなりますが、不気味な風景になろうかと思

います。大事な課題かと思いますので、検討をよろしくお願いいたします。 

 

 

 風車タワー部の塗装色は、「RAL7038（ドイツの色規格値）」、「5GY8.5/0.5（類似マンセル値）」

を計画しておりますが、対象事業実施区域が位置する地域は、「地域別景観特性ガイドプラン」

（平成 9年 青森県）によれば、「海岸砂丘景観」に類型され、「自然景観との調和に十分配慮

する。」とされている点、また、「基調となる色彩として、濃緑（マツ等の針葉樹からなる防風

林）、濃青（海）、黄土色（砂浜、砂丘）」があげられている点を踏まえ、地元自治体と協議を

行い決定したいと考えております。その際は、「国立・国定公園内における風力発電施設の審査

に関する技術的ガイドライン」（平成 25年 環境省）において記述されている「自然景観との調

和を考えた場合、明度、彩度の低い色を採用することが基本となる。自然景観に対しては、一般

に茶系統がなじみやすいとされるが、それはもっぱら背景が樹林等の場合であり、背景が空、水

面等の場合は、むしろ灰色等の無彩色がなじみやすい点に注意が必要である。特に風車や付帯す

る送電鉄塔は、多くの場合において背景が空となることから、茶系統よりむしろ明灰色を基本と

した方が良いともいえる。また、（中略）色彩だけでなく、光沢を抑える（つや消し塗装にする）

ことも効果的な措置といえる。」ことを参考にいたします。色彩の決定の経緯は、評価書に記述

いたします。 
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１６．修景について 

農地であろうが何であろうが、とにかく変えたわけですから、変えた分についてやはり

修景の責任はあると思うんです。ですから、緑化によって景観が改善されるようであれ

ば当然緑化も考慮されてしかるべきだと思います。 

 

 

 風車建設予定地は、民地を借用して建設する計画です。修景及び緑化については地権者の意向

を踏まえて検討させていただきます。 

 

１７．景観予測の記述について 

678 ページの「ライトグレーの配色となっているため、さほど目立つ印象は受けず、違

和感は生じないものと考えられる」という記述も、これは根拠を示していないし、ある

意味では独善ですので表現の再検討をお願いします。 

 

 

 風車の配色については、最終的には地元自治体と協議を行い決定する予定ですが、配色を決定

する際には、「１５．」で記載した内容や地域の“風土色”との調和等を踏まえて検討を行い、

その内容を評価書に記述いたします。 
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１８．景観評価の記述について 

鉄塔を断りもなくこの風力発電機と全く同等であるということは問題があるので、その

辺を断っていただきたい。鉄塔の事例であるけれども、こういう理由から、風力発電機

の場合と同等に扱うことができるのかどうかという考察も若干加えていただかないと問

題であろうかなと思います。683 ページにも色について同じようなことが書いてござい

ますので表現の再検討をお願いします。 

 

 

 ご指摘を踏まえ、記載を次のように修正致します。 

（準備書） 

表 7-11-4 によると、垂直見込角が 10度を超えると「垂直方向の景観要素としては際立った

存在になり、周囲の景観とは調和しえない」とされている。 

 

（修正案） 

表 7-11-4に風力発電施設と同様、塔状の工作物である送電鉄塔の垂直見込角に応じた見え

方に関する知見を示す。それによれば垂直見込角が 10度を超えると「平坦なところでは垂直

方向の景観要素としては際立った存在になり、周囲の景観とは調和しえない」とされている。 

 

 また、683 ページの色についての表現については、１５．で記載した内容を踏まえて評価書に

記載いたします。 
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１９．総合評価の記述について 

707 ページの中段で動物の記述のところですが、「「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」によれば、バードストライクの保全措置の一例として、風車ブ

レードに赤色の塗装等を施すことが有効とされているが、本事業においては景観や人と

自然との触れ合いの活動の場に係る」云々ということで、灰白色の塗装を施す計画とし

ているとあります。せっかく風車ブレードで赤色の塗装等を施すことが有効とされてい

るということを取り上げながら、だからどうするかという話がなくて、いきなり灰白色

にするのだというのはいかがなものかと思います。これを取り上げたならば、それにつ

いてある程度責任を持って記述をしてもらいたい。 

 

 

 ご指摘を踏まえ、総合評価における風車の色彩に関する記述については、色彩決定の検討経緯

を評価書に記述します。 

 

２０．生態系について 

準備書 633 にオオタカの好適環境区分図が出ています。これの好適環境区分図という「好

適」という根拠の説明が全くないのはまずいですね。一般的に、この生態系とか定量的

な評価をするときにこういう使い方はあまりしない。御社だけ特異的な扱いをしていま

すので、これはまずいかなと思いますので、評価書までの段階で、補足説明資料で説明

し直すか、評価書では書き直していただきたいと思います。餌の内容は具体的に調査さ

れているので、作り直してください。 

 

 

 ご指摘を踏まえ、注目種の出現状況、繁殖環境、餌資源の状況等について適宜、ランク付けを

行い好適性環境区分図を作成し、評価書に記載いたします。 

 

２１．事業計画について 

飛翔図などを見ると風車の位置と結構かぶっているところがありますね。その辺、事業

計画をどういうふうに最終的に見直すのかも含めて、最悪のことを想定して事業計画の

見直し等も含めて検討しておいた方がいいのではないかと思います。 

 

 

 ご指摘を踏まえ、鳥類への影響予測については、専門家へ意見聴取を行い、実行可能な範囲で

配置の見直し、保全措置等について検討を行い、その内容を評価書に記述いたします。 


