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低周波空気振動被害問題 

低周波空気振動被害者の会 窪田泰 

低周波音被害は、国家主導の特殊詐欺の結果である。 

水俣病、イタイイタイ病、四日市喘息と同じく、不治で死に至る深刻な傷害である被害だが、音

源が駆動すれば塗炭の苦しみ、音源が停止すればラクになる、まるで操り人形のような生活を強い

られる暴行事案でもある。 

振り込め詐欺とは、電話やはがきなどの文書などで相手をだまし、金銭の振り込みを要求する犯

罪行為であり、詐欺事件の総称として 2004 年に警察庁が命名した。面識のない不特定多数の者

に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、被害者に現金などを

交付させたりする特殊詐欺の一種であるが、重機（バックホウ、クレーン、杭打機）や巨大風車、家

庭用給湯器など、全て国家が安全であると推奨し普及を図った機器装置で被害が続出している。 

国家は、国土交通省、環境省、総務省、消費者庁、いずれの省庁も虚言者（理工学者、疫学

者））を集め、あらん限りの暴虐を尽くして低周波音被害を否定してきた。 

 第一は、低周波音曝露を受けて「イライラ・苦しい」と抗議する被害者を、誰も聞こえない音＆振

動を苦情する虚言者とし退け、 

 第二は、低周波音被害と騒音・振動被害との区別をせず、理工学関係者をこの被害の専門家と

して処遇する。 

その結果、所掌を医師に預けないまま、国家及び理工学者の医師法違反が被害を作ってき

た。医師ではない者が医師であるかの如く装って被害者を食い物にしてきたのだ。 

加えて、国会議員や大学の教員、日本消費者連盟や日本弁護士連合会等の社会的に大きな

影響力を持つ組織がこれを育成し、更には、音響コンサルタントや日弁連は被害に苦しむ者の救

済というよりも、大金を支払う意思を示す者のみを商いの対象としてきた。 

国土交通省及び厚生労働省は、被害は無いとばかりに頬かむりしたままだ。 

環境省が作成する資料「よくわかる低周波音」からは既に「風車」の項目は無くなっている。 

１.傍観者の国土交通省 

もともと国家は、低周波音被害を騒音の一部と括り「第８表 公害の種類別苦情件数）」のように

公害として把握してきた。公害に違いはないのだが行政の環境部門は飽くまでも〝苦情〟として集
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計してきた。ところが消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的として発足した消費者庁が、消

費者行政に関する施策や、消費者問題に関する注意喚起等の情報を発信しているというが、看板

とは裏腹にガイドラインで再エネを勧めて低周波音被害を作り、放置してきた。 

第 8 表公害の種類別苦情件数の内、発生件数 2 件以上をグラフにしたものが「図１」である。音

源不明例は例年、全体の４割程で最も多数を占める。ところがこれは実態を反映していない。何故

なら行政が手を抜いて苦情者の声を聞かず、音源特定作業をしないからだ。大抵の行政では、被

害者が苦しいと言う時間帯に調査をせず、調査をしても 10 分か 15 分で切り上げ、しかも判定基準

は科学の無い参照値で切り捨てられてしまう。 

 

図は、音源がハッキリしている低周波音被害は産業用機械（クレーンやバックホウの重機）作動

であり、例年 25％程を示している。 

 

図２ 

図１ 
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消費者庁消費者安全調査委員会は、消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等につ

いて、被害の発生又は拡大の防止のために原因を究明する必要があると認めるときは、調査権限

を行使するなどして「自ら調査」を行うほか、他の行政機関等により調査が行われている場合には、

その調査結果を消費者安全の視点から「評価」するとしているが、これまでの低周波音被害につい

ての活動は、家庭用給湯器（電気給湯器、ガス給湯器）調査のみである。数が揃わないとの理由

で、最も深刻な低周波音被害の重機や風力発電が原因の被害は除外されてきた経緯であり、給

湯器には、家庭用だけでなく業務用もある。しかし業務用給湯器は被害救済の対象にはしない。 

因に平成 26 年 12 月 19 日「家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・振動 により不眠等

の健康症状が発生したとの申出事案」に占めされているのは「図 B」で間違いではないが、重機や

風車の被害は分からなくなっている。 

国土交通省は我関せずとの立場で、無対策のままだ。 

西武鉄道の新宿線・中井～野方間で進められている連続立体交差事業（連立事業）が、こ

のほど 6 年延長された。 

2011 年 8 月に都市計画が決まり、工事に着手した中井～野方間の連立事業は、3.2km の

同区間の線路のうち東京都中野区の上高田五丁目から野方四丁目まで約 2.4km を地下化し、

7 カ所の踏切を解消するもので、途中の新井薬師前駅と沼袋駅も地下駅に変わる。2013 年

4 月の事業認可を経て工事に着手した。 

 

事業期間は当初、2020 年度末（2021 年 3 月 31 日）までとしていたが、「事業に必要な用地の

取得状況などから事業期間が 6 年延長」（中野区）されることになり、今年 2020 年 4 月 8 日に事

業期間の変更が決定。期限は 2026 年度末（2027 年 3 月 31 日）までになった。 
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事業の効果は次の通り。 

① 交通の円滑化：中野通りをはじめとする幹線道路や通学路などの 7 ヵ所の踏切がなくなり、交

通渋滞が解消される。 

② 安全性の向上：踏切事故がなくなり、道路と鉄道それぞれの安全性が向上する。 

③ 地域の発展：これまで鉄道により分断されていた沿線地域の一体化が図られ、新たな魅力ある

まちづくりが推進される。 

④ 利便性の向上：エレベーターやエスカレーターを設置することで、駅がバリアフリー化され、誰

もが快適に利用できるようになる。 

私が多大な被害を受けた｢中央線三鷹・立川間他連続立体交差事業調査｣は 1994 年（平成 6

年 5 月）都市計画決定の告示を受けて、1995 年（平成 7 年 11 月）事業認可を取得し 1999 年（平

成 11 年 3 月）から工事に着手した。 

この事業は中央本線の三鷹駅～立川駅問約 13.1km の区間及び西武鉄道多摩川線武蔵境駅

付近を連続立体交差化し､18 箇所の踏切道を解消するとともに､9 箇所の都市計画道路を立体化

し､あわせて側道を整備する。これにより､次のような事業効果を求めて事業は開始された。 

① 交通の円滑化：踏切がなくなり､交通渋滞が解消される。 

② 安全性の向上：踏切事故がなくなり､道路と鉄道のそれぞれの安全性が向上する。 

③ 地域の発展：鉄道により隔てられていた街の一体化により､地域の活性化に強いインパクトをあ
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たえる。 

④ 利便性の向上：各駅にエレベーター､エスカレーターが設置され､誰もが快適に使えるようにな

る。新たに生み出される高架下空間の有効利用ができて、鉄道輸送の安全性及び輸送力の

増大に寄与する。 

そして、工事は 2004（平成 16）年に始まり、2005（平成 17）年から凡そ 4 年間にわたり、私に深

刻な被害を与える事となった。 

ところが「工事の施行中においては、一般に市街地の工事で使用される建設機械類及び低騒

音型の建設機械類を使用するため、周辺に影響を及ぼすような低周波音を発生させることはない

ものと考えられる」として、その危険性を認めていない。 

現実には、ディーゼルエンジンを使用する産業機器（バックホウ、クレーン、杭打機等）はすべて

膨大な低周波音を発生し被害を与えることが分かっているが、作業現場で確認されている低周波

音被害を全く検討しないで構わないと言うのだ。 

事業者は、沼袋の清水建設でも国立の JR 東や鹿島でも傍若無人に振る舞い文句があるなら裁

判に訴えろ、との態度だ。 

当初（2019 年 4 月）木村氏は次のように被害を訴えている。 

「苦しくとても不快に感じる。聴き馴れると居られてしまう低い音なので、聴こうとしないようにして

居てしまうが、朝がとても疲れている、頭が痛くだるい、足の関節が痛い。3 月に入って跨線橋の解

体が始まり、2017 年の杭打ち作業の時より比較的小さい音なので影響は少ないと考えていたが、

私も猫も体調が悪化した。目が見えなくなった猫は階段から落下することが多かった。 

2017 年時と同様に便がツブ状になり、血圧も上がり、頻尿で夜間には 4～6 回起きるようになり食

欲が停下、睡眠不足のせいである。2017 年時と違うのは頭が痛くなり、フラフラしたり手足が攣るよ

うになった。右目が見えなくなり眼底検査の予定。今は比較的低い音で、近づくと気持ちが悪い音

がする。夜を押して写真を撮りに行ったが暗く遠いので重機が上手く映らない。目が悪いためチカ

チカして見えない。」 

その後、2019 年 10 月最後の猫のチーちゃんが死んだ（21 歳）との連絡があった。 

｢中央線三鷹・立川間他連続立体交差事業調査｣工事では、健康食品会社を起業していた当時

の私は、極近傍で稼働する重機のディーゼルエンジン音で昼も夜も自宅には居られないような状

態にあり、昼間は公民館への外出などで凌ぐものの、夜間に行われる工事の為の不眠を訴えてい

た。 

上原市長は中防災センターを使用できるように勧めてくれたが、これを使用せずにいた。中防災



 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 http://p-kichi5206.wix.com/abvv 6/55 

 

Nonprofit Organization Association of Bone Vibration Victim 
Naka 1-7-76 Kunitachi-city Tokyo 186-0004,Japan, 

Phone:+81-042-571-2787 E-mail:p-kichi5206@rainbow.dti.ne.jp 

センター迄 945m の距離があって行きつく迄にひと汗掻くし、ソファーがある訳でもなかったのだが、

何より東京都が低周波音の影響を回避可能だった、との言い訳に利用されると思ったからだ。 

案の定、後に東京都は「宿泊先を準備したが利用しなかったのは本人」と言っていた。 

２.公害等調整委員 

 総務省（公害等調整委員会＝公調委）は住環境限定の被害を労働環境に当て嵌めて被害否定

する者を、都道府県の公害審査会に呼びかけて開催する「公害紛争処理連絡協議会」に講師とし

て招き、指導させている。 

平成 26 年 6 月 5 日、公害等調整委員会が〝都道府県公害審査会会長等との情報・意見交換

等により公害紛争処理制度の円滑な運営を図るため〟に開催した「第 44 回公害紛争処理連絡協

議会」での、高橋幸雄 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所 上席研究員の講演がある。そ

の最使用されたスライド「低周波音の知覚・影響・評価について（20140605 低周波音の知覚影響

000308035_高橋幸雄.pdf）」がそれだ 

 これまでに確認されている低周波音被害の内、労働環境で生じたケースは 3 例しかない。汐見

医師が女性事務員の例を確認された後、ソフトウエア会社勤務の部長秘書、研究所勤務の男性研

究者の例のみであり、健康なヒトが活動する場である労働環境に被害例はなく、子供や老人、静養

を要する人、働けない人が暮す住環境で被害は発生する。 

即ち、労働環境（ヒトは交感神経優位の状態）に被害は無く、住環境（ヒトは副交感神経優位の

状態）で被害は発生するのだから、自律神経の働きを無視したまま被害を論ずることは不可能であ

るにも拘わらず、労働環境に被害がナイから住環境の被害は認められない、というのでは本末転

倒も甚だしい。 

 このような意見はスタート地点からして、事実誤認というよりも被害否定の立場で出鱈目の限りを

尽くす状態となっていて、汐見医師が指摘するところの「公調委は公害を理解していない」のだ。 

次にスライド「低周波音の知覚・影響・評価について」の問題点を指摘する。 

①苦情が増加している理由を「一般市民の関心が増加している」ことに置き、風車や家庭用給湯器

では 100 人単位で新たな被害が発生している現実を無視している。 

②「発生源が不明な事例も多い」この点から「本当に低周波音かどうかも分からない」と牽強付会す

るが、実態は、相談を受ける自治体がイ・調査能力を保有していないだけでなく、ロ.虚言者扱いし

て調査しない、ハ.参照値で被害を否定してきた、からであり、この点も、事故調や日弁連意見と全

くの同根である。 

③「国内で低周波音の基準値は制定されていない」というが、高橋氏等が、イ、「医師の関与を否
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定し」、ロ、医師でもないのに被害判定をし、ハ、世論を捻じ曲げて判定基準を作らなかったのであ

り、ニ、参照値や G 特性値は被害否定の根拠として使用されているのが現実なのだから、メディア

を批判するのはお門違いだ。 

④「一部に、不正確な情報、興味本位の情報の流布も散見される」ともいう。このような表現の根拠

は、推論するしかないが、これまでにメディアや行政で共有されている情報の一つに、平成 22 年

12 月 9 日航空会館で開催された第 3 回「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に

関する検討会」に於いて、川澄透氏（熱川風車被害者の会代表）が、「熱川へ 3 月末に来た汐見

文隆医師が、4 月 10 日及び 4 月 22 日の低周波音記録を基に、面会したこともない 6 名を含めた

約 20 名を〝風車が原因の遠因性の自律神経失調症と診断した〟」と述べて、風車苦情者は全く

の虚言者であると、スタンプされていることがある。 

 風力発電全国情報ネットワーク（武田恵世代表）の主たる活動メンバーである、川澄氏が、「巨大

風車起因の空気振動発生を確認しないまま、会ったことも無い多数の住民を、〝遠因性疾患〟で

あると汐見医師が診断した」と事実無根の発言をしてからである。解析 Data の日付は 2009.4.22、

2009.4.10 で医師に診断を受けたのは 2008 年 3 月 28 日 29 日との主張である。どんな名医でも、

2008 年の 3 月に 2009 年の 4 月の Data で、つまりは未来の Data で診断することは出来ない。 

川澄発言が、ディーゼルエンジンを搭載している重機に依る被害は、代替手段がないから認め

られず、公害としての風力発電は地域性があるし、風力発電全国情報ネットワーク（武田代表）は

「共闘は不利」と確信して差別したのだ。 

この事実は現在も環境省の HP に掲載されており、「風力発電の被害を考える会・わかやま」等

も参加する「風力発電全国情報ネットワークの主要な活動メンバーである川澄虚言が基で以後、被

害者の救済は為されず、多くの風車建設反対運動が頓挫する主因になっていて、「風車被害は大

した被害では無い」と社会が共通認識を獲得しただけでなく、同時に「汐見医師は〝無責任な意

見書〟を書く」という風評にも曝された悲しい現実である。 

嘘の種を播いたのは川澄だが、その嘘を利用して更に嘘を重ねたのが伊藤貴輝審査官だ。国

家のウソは行政の嘘であり、国家基準として扱われる。 

而して、現在の風車被害者の救済は望むべくもなくなり、延いては風車被害者だけでなく、低周

波音被害者全体が侮蔑の対象とされ、更なる窮地へと追い込まれることとなっている。 

⑤「物理的現象としての音は、空気振動の事であり、〝音〟云々」とあるが、オトでは難聴は生じな

い、空気振動が原因現象であることは医学的、社会的一般常識であり、聞こえることで低周波音被

害は生じない。 

⑥「一般的に〝音〟」とは〝心理的現象〟」だ、「聴覚器官で検知し知覚する」というが、事実と異

なり、低周波音被害は「音」とは何の関係もない、空気振動が鼓膜を打撃し、繊細な器官である鼓
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膜・中耳内耳を損傷する傷害である。かねてより医師にも理工学士にも聴覚や平衡覚は侵襲器官

として知られている。 

⑦そもそも低域の空気振動は皮膚が検知し痛覚が反応する生理反応であり、心理反応とは別物で

あるのに、これを否定してきたのが高橋氏のような理工学関係者である。 

⑧音に関する基本的な量を「音の大きさ、音の高さ」としていることも大嘘であり、低域の空気振動

の最重要点は高域のそれとは伝播力が桁違いに強いことだ。1Hz の音は 100Hz の音より 100 万

倍伝播力が強力なのだ。 

⑨63Hz 辺りを境として、以下の低い周波数で低周波音被害が生じており、これを超える高い周波

数では被害は発生していない。最初から騒音レベルと低周波音被害は無関係であるのに、〝A 特

性音圧レベル〟等という、低周波音被害とは無関係の項目は、ただ問題を複雑にするだけだ。 

⑩「低周波音とは？」については「一般に、20Hz～20kHz の周波数範囲を可聴域と呼び、その範

囲の音を可聴音と呼ぶことが多い。20Hz 以下の音を超低周波音、20kHz 以上の音を超音波と呼

ぶ、低周波音は、明確に定義された用語ではない」という。しかし、環境省はこれまでの聴感実験

等の結果から 10～20Hz を可聴音同様に〝聞こえる、感じるオト〟として手引書等で区別なく使用

しているし、この点は医師の意見も同様であって、理工学関係者でも 20Hz が特別の区切りではな

いことは周知されている。しかも、低周波音なる定義が明確でない理由は、高橋氏の様に医師でな

い者が医師であるかの如く、低周波音被害の所掌を医師に奪われないよう利権を死守してきた結

果だ。 

 また、『PHP』1983 年 6 月号「音楽の選択」で角田忠信氏（東京医科歯科大学教授 聴覚生理

学）は低周波音は 99 ヘルツ以下だと述べている。 

人間は二〇ヘルツから一万数千ヘルツまでの音の範囲で言葉や音楽を聴いている。最近、九

九ヘルツ以下の低音と一〇〇ヘルツ以上の音では生理的意義が違うらしいことがわかってきた。 

 九九ヘルツ以下の純音を続けて聴くと、自律神経が刺激されて実験中に頭痛、胸部の圧迫感、

吐き気などの不愉快な症状を起こすことが多く、連日実験を続けるわけにはいかない。声帯で一秒

間に一〇〇回振動する一〇〇ヘルツの音は人間が自然の会話をするときの最低の振動数に近

い。したがって我々が言葉で話し合うのには一〇〇ヘルツ以上の音域で足りることになる。我々が

音楽を楽しむ場合にも、人間が自然に出し得る音域で満足しているうちはよかったが、工学の進歩

は必要以上の範囲にまで低音を強調して、音響特性という名目で正当化する。 

 バロックをはじめとするクラシックの音楽が人間に安らぎを与えるという生理的効果を与えている

のと逆に、若者を魅了している音楽には過度に低音を強調したものが多い。このため一〇〇ヘル

ツ以下だけのためのスピーカーや、更に直接体を振動させるような装置さえ販売されるようになっ

た。充分な生理学的な検討が加えられないうちに、工学だけが若者の好みに迎合してつっ走って
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いるように思われる。 

 自律系と密接な関係のある低音には麻薬に似て、一度浸り込んだら抜けだせないような魔力が

潜んでいるのかも知れない。音楽に限らず現在の都市生活には不気味な低音が満ち満ちている。

最近の不可解な社会現象もこういう点から考え直す必要があるのではなかろうか。こういう時代にこ

そ、安らぎと崇高さを湛えた良い音楽を楽しむことを子供に伝えたいものである。 

⑪「今後は医師の意見を取り入れた方が良い」などとあるが、医師を排除して自分達が作ってきた

被害を、まるで他人事のようで不届き極まりない話だ。〝超低周波音〟が〝聞こえないオト〟同然

に使用されている現実の方が、余程変なのだ。 

⑫「ヒトの聴覚特性は、周波数が低くなるにつれ、感度は鈍くなる」ともあるが、低周波音被害はラウ

ドネスレベルも含めて、聴覚は関係が無い、皮膚が感知する痛覚の反応だ。 

⑬「苦情者の聴覚感度が特に良いわけではない」とも言うのだが、実験結果が示す通り、聴覚によ

って被害を感知しているのではないのだから、当然である。 

⑭「低周波音も、基本的に聴覚によって知覚する」とあるが、前項までに記載したように、実験結果

が被害者の主張は聴覚とは関係ないことを示しているのに、無理やり「被害は聴覚によって知覚す

る」とする、高橋氏等理工学関係者の考えが間違っている。 

 また、「10～63 Hz 付近を中心として、音圧レベルがおよそ 80 dB(Z)より高くなる／振動感・圧迫

感を感じやすくなる [中村他:文部省科研費報告書(1981)」とあり、「聾者は低周波音を胸部などの

振動で知覚できるが、その閾値は、健聴者の閾値よりも 30～40 dB〔Z〕程度高い(8～63 Hz)〔山田

et al. ：J Low Freq Noise Vib.2(3)、32-36(1983)]」とあるが、低周波音被害者は聾者ではないのだ

から、単純比較する方が間違っているのであって、これら実験はいずれも①短期実験の結果であ

ること、気導音に限定し②骨導音を排除していること、風車被害は凡そ 5Hz 以下で生じているにも

拘わらず、③5Hz 以下の実験は為されていないこと、④複数の理工学士が〝自身が医師ではない

のだから被害についての論評はできない〟旨の意見を述べていること、を無視している。 

⑮「低周波音による心理的影響」と繰り返し、耳閉塞や鼻出血・歯茎出血の生理的影響、転倒骨折

等の傷害のみならず、突然死に至る深刻な被害をアノイアンス等に摩り替えて矮小化する行為

や、「低周波音による影響は個人差が大きい」というのは、「低周波音による被害は〝聞こえ〟で判

定する、私が聞こえない音を聞こえると言う者は虚言者だ」との言い換えに過ぎず、傷害を否認す

るための言い訳だ。 

 暴行は、ぶたれても〝何でもない〟から〝殺人〟まで「ピンからキリまで」の差がある。 

⑯「低周波音による生理的影響・住環境で発生する程度の音圧レベルの低周波音によって生理的

影響(めまい、耳鳴り、吐き気、血圧の上昇、心拍数の上昇など)が生じるとは考えにくい」と鸚鵡の
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繰り言のようだが、生理的影響は空気振動に依る鼻出血、歯茎出血、鼓膜が弛んだり傾いたりして

耳閉塞し聞こえが劣化するし、平衡覚が打撃を受けて、ふらついて転倒・骨折する深刻な被害の

摩り替えである。 

 示された実験〔山田 et al. ：J Low Freq Noise Vib.5(1)、14-25〔1986〕]は〝曝露(2 分)〟、周波

数 16Hz 以上であり論外なのだが、「住環境で発生する低周波音の音圧レベルは、これらよりずっ

と低いので、問題無いはず」といい、自律神経が強く影響を受ける低周波音被害について、気導

音に限定し骨導音を排除した上に、数値も示さず〝はず〟で片付けるとは、加害者そのものだ。 

⑰「低周波音による睡眠影響」について「軽度の影響が生じる可能性がある」などとは軽傷の被害

者であり、重傷者は〝全く寝られない〟、生きるか死ぬか、それとも我が家を捨てるか、という被害

は取り上げようとしないのだ。示された研究結果も周波数 10Hz 以上、曝露時間 30 秒であり、気導

音限定で骨導音を排除しているのだから論外だ。 

⑱「作業環境で発生するような音圧レベルの高い低周波音に長期間曝露される場合、または衝撃

的な低周波音に曝露される場合を除いて、低周波音による身体的影響は生じないと考えられる」と

いうが、それは労働環境での話だ。 

繰り返しになるが、健康なヒトが働く労働環境では被害は生じていない、老人子供や静養が必要

なヒト、或は健康なヒトが心身を休め賦活させる場である住環境で発生する被害だから、条件が全

く異なり、このような単純比較をしてはならない。 

⑲「低周波音による影響の中心は心理的影響である」というのは、前述したように深刻な被害を排

除し生理的影響を過小評価しているだけである。また、「騒音レベルをその評価指標とすることに

は無理があるという実験結果が多い」というのも、騒音レベルと低周波音被害は関係がないことを

理工学士の手に依る実験結果が示した通りだ。 

 更に、「低周波音に対する標準的な評価指標は未確立」等と言うが、暴行傷害事案を評価する指

標が存在する筈がない。民主的な国家では刃であろうと弾丸であろうと、はたまた車両であろうと手

榴弾であろうと、これを他者に向けて投擲すれば暴行であり、その結果転倒して骨折したり、或は

鼓膜が損傷したら傷害である。空気振動が原因現象だというだけで、被害が否定されているのだ。 

⑳「心身に係る苦情に関する参照値」が「心理的な不快感、アノイアンス等、心身に関する苦情が

訴えられた場合に、その原因が低周波音なのかどうかを判断する目安」だとの主張には、繰り返し

だが科学はない。 

 「心身に係る苦情に関する参照値」は短期実験の結果であること、気導音に限定し骨導音を排除

していること、風車被害は凡そ 5Hz 以下で生じているにも拘わらず、10Hz 未満の実験は為されて

いないのであり、「物的苦情に関する参照値」も短期実験の結果であるが、風車被害に参照値を適

用しないことは周知の事実である。 
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また、10 パーセントタイル値によれば、日本人【平成 29 年 1 月 1 日現在（確定値）】1 億 2682

万 2 千人の内の 1268 万人は取り残されるし、第一、10Hz92dB などという住環境が何処にあるとい

うのだ、典型的な低周波音加害源であるコンプレッサーが複数でも 90dB が観測されることはない

から、被害者はコンプレッサーを枕にしても被害は認められないのだが、90％の人は大丈夫そうだ

から確かに、「大部分の人に適合する」のだろう。「実際の苦情例にも、よく適合することを確認済

み」というなら、数例ということはないだろうから、多数の苦情者を診断した医師の名前を明らかにす

べきである。 

㉑「参照値」に関する注意点として「音源との対応関係の確認が必要・重要」としているが、被害者

を頭から虚言者扱いし、音源を減弱操作して被害を作っておいて、何が対応関係だ、音源が駆動

しなかったら被害が存在する筈がない。況して、集合住宅など建屋内にあって目視不可能な音

源、工場や大規模施設などの音源が多数存在する場合は、対応関係を調査することが極めて困

難だから、被害者が納得できるような調査がされたためしがない。 

 しかし環境省は、「測定値が参照値以下であっても慎重な判断を要する旨の周知」について、繰

り返し都道府県の環境部門へ事務連絡しているのだが、慎重に判断をした結果、測定値が確認さ

れたからといって、被害解消には繋がらない。家庭用の給湯器を撤去移設するについてさえ数十

万円の費用が発生するのだし、弁護士に依頼すれば、桁違いの費用を請求されるのだ。 

 また、参照値が科学的だというのであれば「住民の苦情に対処するためのもので、アセスメント等

へは利用しない」などとは言わず、アセスに適用したら良いのだが、加害音圧レベルという被害の

発生メカニズムを無視しているのだから参照値は科学とは無縁である。加害音圧レベルはどこに消

えたのだ。 

 被害は「何ヘルツで何デシベル以上なら被害が出やすい」と言う単純なことではなく、「何ヘルツ

で何デシベル加圧されているから被害になる」のだ。 

㉒「現時点での科学的知見からは、聴覚閾値以下の低周波音が問題になる可能性は低い、実際

には、苦情を訴える人が少なくない。また、個人差の原因もよく分からない」「医学系研究者の参

加、科学的に正しい情報の発信・普及など」とあるが、こうやって「医師でもない者等が医師である

かの如く偽装していること」が、最大の非科学的要素なのだから、こんな嘘話に「科学的知見」なん

ぞある筈がない。 

 個人差の原因が分からないのは、大方のヒトに個人差が無い「聞こえ」を前提に、深刻な被害を

否認しようとしているからであって、原田正純氏、汐見文隆氏等、医師は「病気には個人差が有っ

て当然」と述べているのであり、国家と闘い乍ら被害者を救済してきたのだ。そもそも聴覚障碍者に

は、大幅な聞こえの差がある。 

 高橋幸雄氏や理工学関係者が低周波音〝被害〟問題に容喙している限り、低周波音被害者が
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救われることはない。医師法違反であり、悪質な差別が生んだ被害なのだ。 

３.理工学関係者の役割 

言うまでもないことだが、現在の低周波空気振動曝露空間の出現について、医師に責任はない。

医師の使命は「医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて

国民の健康な生活を確保するものとする（医師法 第一条）」のであり、外因性の疾患は、その外因

を取り除かなければ被害解消しないが、外因を駆逐する作業は医師の役目ではない。 

火傷の原因が火災であるなら、医師は火災を起こさないように関係者に指示を出し、消防署や

消防士に現実的対応を委ねるのであり、マラリア原虫やデング熱ウイルスを媒介する蚊を駆除する

のは主に行政員や市民であって、医師が駆除作業に従事することがないように、低周波空気振動

加害源に直接関与することは医師の責務ではない。 

医師は、幹線道路や航空機、新幹線や給湯器、巨大風車や空調機器設備について、その振動

や騒音を低減制御する立場にある筈がなく、振動源は事業者や施設管理者が対策すべきであっ

て、国土交通省や環境省、そして社団法人日本騒音制御工学会や機械工学関係者の責務である。 

ところが高橋幸雄氏や岡田健氏の如く発症メカニズムにまで立ち入って被害者や医師の意見に

口を差し挟むことを社会が是認してしまっていることが問題なのだ。本来的に理工学関係者の責務

は、 

① 加害音源を駆逐すること 

② 加害音源を駆逐せよとする医師の意見に承従すること 

③ 物理学としての波動の特性を、自然現象の理解になくてはならない基礎概念として一般社会

に分かり易く伝えること 

であり、低周波音〝被害〟について容喙することでも、医師の見解に干渉することでもないのだ。 

特に重要なこととして、低周波音の特性には減衰や反射、共振のみならず、低域の空気振動は

伝搬する力が極めて強力であること屈折、回折、干渉といった特徴的な振る舞いをすることを告知

する義務が理工学関係者にはある。 

会の活動を開始して程なく、日本消費者連盟が音響コンサル（岡田健）がこの被害の専門家だと

いう虚言者（茅ヶ崎のＹが主導）を集めて、2009 年 5 月 2 日「低周波音と身体へおよぼす生理的影

響はなぜ起きるか！」という集会を開き、オトシンアップキープなる集団を助勢する活動を始めて、

公然と会の妨害活動をすると宣言した。 

林留一が主宰する汐見文隆公式ホームページでも、汐見医師がこの被害の専門家だと言いつ

つ、卑怯にも裏で岡田氏を称賛し推奨して、汐見医師を裏切っていた。 
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４.伝搬力 

低域の空気振動は騒音に比して伝搬力が桁違いだ。 

低周波空気振動被害は音源に発した振動が空中を放射状に拡散（集合住宅では、柱や梁を経

由して伝播）しながら、受音側へ到達して被害になる。音源側はほぼ労働環境で交感神経優位に

あり、受音側は住環境にあって副交感神経優位の状態で被害に遭う。 

より高い音圧レベル環境にあり、低周波空気振動加害源として疑う余地のないクレーンやバック

ホウ等のディーゼルエンジンを駆動させる重機のオペレーターが被害を訴えず、より音圧レベルが

低い周辺の住民が被害を訴える現実には、自律神経の働きを無視することはできないし、社団法

人日本騒音制御工学会や日本科学者会議に於ける理工学関係者や衛生工学士に依る自律神経

に関する記述がない低周波空気振動被害論評は与太話であると断定できる。 

伝搬（でんぱ）とは、空間や媒質中を物理現象が伝わること。その様子は，空間や媒質の性質，

現象の特性によって大きく異なる。媒質に不連続な場所があると反射や屈折が起り，また障害物が

あると散乱や回折が起る。音波は空気中では縦波として伝わるが，固体中では横波として伝わる場

合もある。電磁波は自由空間では直進する横波であるが，電離層や地表面の影響を受け，周波数

や距離によって伝搬の様子は異なる。（Wikipedia） 

一点に発した空気振動は前後左右のみならず天地にも放射状に広がりながら拡散し、空気の抵

抗を受けながら減衰して消滅する。 

1Hz（ヘルツ）の波長は 340ｍだから、振動源から放射状に拡散する空気振動は、円周率をπ、

そして体積をＶとすると 

 1Hz の空気振動は 体積 V2=4/3π（340）3 

100Hz の空気振動は 体積 V1=4/3π（3.4）3 

であり、そのエネルギーたるや V1/V2＝（4/3π（340）3）/（4/3π（3.4）3）であり、39,304，

000/39.304＝1,000,000 となり、1Hz の空気振動は 100Hz の空気振動の百万倍という桁違いの伝

搬力を保有していて、低域の空気振動は発生源から辺り一帯の建物全体を振動させている。 

一般に静音設計と称して周波数を下げる手法が利用されている。例えば 50Hz で稼働していた

ものを 25Hz に下げることだ。するとその伝播力は 

50Hz の空気振動は 体積 V4=4/3π（6.8）3 

25Hz の空気振動は 体積 V3=4/3π（13.6）3 

であり、そのエネルギーたるや V3/V4＝（4/3π（13.6）3）/（4/3π（6.8）3）で、2,515.456/314.432

＝8 となり、25Hz の空気振動は 50Hz の空気振動の 8 倍の伝搬力を有していて、周波数を半分

にすると伝播力は 8 倍になる。 
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また、（財）小林理学研究所 加来治郎氏の「シリーズ「騒音に関わる苦情とその解決方法」－第 

2 回 音響の基礎：発生と伝搬」によれば「空気には重さがあり、1m3 （立方メートル）の空気は 1.3 

㎏だから、1Hz の空気振動は 1.3×39,304,000＝51,095,200 ㎏の空気を振動させる伝播力を有し

ている。なお、100Hz の空気振動は 1.3×39.304＝51.0952 ㎏の空気を振動させる伝播力を有して

いる」。 

一般に音や振動現象は周波数特性を持っているが、多くの周波数成分が複雑に混在している。

その周波数ごとの成分の大きさ（レベル）を調べることを周波数分析という。しかも、対策は全ての

周波数帯域で効果を持つことはないので、対策の目標値や評価は周波数毎に行う必要がある。 

音源に発した空気振動は距離（空気抵抗）や構造物によってエネルギーは減衰して、音源から

空間を突き抜けて被害地へと伝搬する。 

 

一度放たれた空気振動エネルギーは距離減衰を伴いながら放射状に拡散し、構造物によって

反射、回折、共鳴、干渉などの変化を伴った結果として、受音側へ伝搬するのだから、音源側の空

気振動の変動と受音側のそれとが一致することが、唯一、音源の空気振動が受音側へ伝搬したこ

とを示すのであり、音源側の空気振動と受音側のそれを突合して空気振動エネルギーの伝搬を示

せないのだから FFT は傍証（間接証明）であり幻想に過ぎない。 

そもそも、空気振動が「音源から空間を突き抜けて受音側へ伝搬した」ことの証明には次の三要

素が不可欠である。 

① インフルエンス（影響力 Influence ） 周波数（Hz）＆デシベル（dB）で示される卓越と継続 

② タイミング（時間的配列 Timing ） インフルエンスが生じた時刻 

③ ポジショニング（空間的配列 Positioning ）音源と受音点の計測器の位置関係 

図３ 
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この音源特定の三要素が揃わなければ、空気振動は何処（東西南北）から伝搬したのかは不明

（音源が溢れている、住宅密集地では重要）であり、多数の加害音源があるスーパーマーケットや

工場、コンビニエンスストアでの音源調査には特に重要であり、2dB、3dB 差の人工音を見つけるに

は音源と計測器の間に夾雑物の介在は許されない。 

低周波空気振動に依る桁違いの伝播力は、ヒトの繊細な器官や粘膜を打擲し続け、被害を与え

る。低域の空気振動は「空気による強力な打撃」となり、繊細な器官である中耳及び内耳を毀損す

る。鼓膜は緩み傾き、耳痛・耳閉塞を起こして「聞こえ」が劣化し、蝸牛や半規管、球形嚢や卵形嚢

に過剰な圧力が加わり、「平衡感覚」が狂って、真っ直ぐ歩けなくなり、ふら付いて時に転倒し骨折

する。加えて、鼻出血や口腔出血を起こすこともある。 

その対策には「パターン計測：音源側には音源機器に手が届く位置に計測器を配置して、エネ

ルギーの大きい機器から、順次スイッチをオン・オフし、受音側への影響を把握する」が必要となる。 

一例として「図.D」のような解析であり、音源側と受音側の突合が不可欠である。 

 

グレーの面が音源側発電機の５０Hz を、赤線が受音側の５０Hz を、青線は（音源側から３１dB を

減じた数値）を示しており、音源側で 15:09:30 頃及び 15:21 分前に立ち上がった 50Hz は凡そ３１

dB 程度減衰して受音側へ伝搬し、15:16：30 頃及び 15:30 分前元の値に立ち下がっていることが

分かる。音源探査は複数台の機器を要して、加害周波数毎に時系列に配置して、音源側の変動

が受音側に一致して変動している場合に加害源と判明する道理だ。 

一般に物体は固有振動数を持っている。周辺で強力な低周波空気振動被害が生じた場合は固

有振動数が発生する事がある。壁に飾った絵が何度手直ししてもズレたり、天井からぶら下げた遊

具が回転することがあって区別がつかなくなるのだが、固有振動数が加害周波数となることもある。 

５.音響外傷 

図４ 
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音響外傷であるスマホ難聴は、ロック難聴やウォークマン難聴同様に大音量の音楽鑑賞が原因

であり、楽音のジャンルに差はなく、音楽を届ける空気振動が原因の傷害であることは、医学的常

識であり一般常識でもあるが、これを低周波音被害には適用されないでいる。低域の空気振動は

「空気による強力な打撃」となり、粘膜を傷付け、繊細な器官である中耳及び内耳を毀損する。鼓

膜は緩み傾き、耳痛・耳閉塞を起こして「聞こえ」が劣化し、蝸牛や半規管、球形嚢や卵形嚢に過

剰な圧力が加わり、「平衡感覚」が狂って、真っ直ぐ歩けなくなり、ふら付いて時に転倒し骨折する。 

通常、低域の空気振動は音圧レベルが大きく変動していて聞こえる音はない。しかし被害者にと

っては音圧レベルの変動が少ないモーター音やアイドリング音が、自然界には存在しない人工音

が〝オト〟として聞こえるようになる。蝸牛は 8Hz 以下に反応することは無いが、もともと「聞こえ」と

は無関係の被害であり、スマホ難聴は、ロック難聴やウォークマン難聴と共に悪さをするのは空気

振動なのだ 

この疾患は、疾患として社会的に充分知られた疾患である。ロック難聴やウォークマン難聴同様

に大音量の音楽鑑賞が原因であり、楽音のジャンルには関係はなく、音楽を届ける空気振動が原

因の疾患であることは、医学的常識であり一般常識でもある。 

〝聞こえ〟とは無関係でありながら、鼓膜の極近傍にて音源である小さなスピーカーが振動し続

け、その空気振動が鼓膜への「打撃」となって生ずる疾患であり、慢性の場合も急性であることもあ

る障害は、繊細な器官である中耳及び内耳を毀損する。 

低周波空気振動被害には、未だにこのような事実が適用されないでいるのは、国家や社会が医

学や物理学をこの問題から排除した結果であり、医師や被害者の活動が阻害されてきたのだ。 

理工学関係者の意見を利用する者等が秘匿してきた重要な事実の第一には、低域の空気振動

被害は重篤な疾患であるから、その所掌は医師でなければならないこと、第二に、被害が生ずる空

間は場所に依って大きく変動すること、即ち背景の音が様々であること、第三に、被害は背景音に

加害音圧レベル（加害成分）が加算されて生ずることである。 

６.急性ストレス反応 

地震、火山噴火、雪崩、津波など自然現象由来の空気振動は天変地異の巨大エネルギーが振

動を起こして、火砕流や土地崩落の危険を告知し、その場から直ちに脱出せよと促す信号となる。

動物を闘争状態へと変化させた自然由来の空気振動は数分で消滅するが、継続する人工音は動

物の心身を交感神経優位にしたまま、筋肉へ酸素を送るため、心拍・血圧を亢進し続ける。しかし

脳の指令に反してその場に留まらざるを得ない現代人には、強大なストレッサーとなり苦しみ続け

る。 

医学では極高域でも極低域でも空気振動をヒトは皮膚で感じるとしている。山内昭雄／鮎川武

二【共著】「感覚の地図帳」には「ヒトの可聴範囲と等聴力曲線」が示され、「可聴範囲外の狭い振
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動数領域の空気振動は触覚で感受される」とある。 

 

急性ストレス反応は、1929 年にウォルター・B・キャノンによって初めて提唱された動物の恐怖へ

の反応である「闘争・逃走反応」（fight-or-flight response）であり、闘争か逃走か反応、戦うか逃げ

るか反応ともいい、戦うか逃げるかすくむか反応、過剰反応（hyperarousal）と言うことも、『火事場の

馬鹿力』と訳されることもある。 

逃避、闘争、懐柔という三大生きのこり戦略を引きおこすメカニズムが、小さな組織（偏桃体）ひとつにまとま

っているのは、戦略間ですばやい切りかえを行なうためである。敵に出くわしたとき、まずは笑顔を見せて（サ

ルならお尻を見せて）攻撃をかわそうとする。懐柔策が通用しない場合は逃げださなくてはならないが、そのと

きは扁桃体の働きをちょっと拡大するだけでいい。それでもだめなら扁桃体はさらに活発化して、怒りという主

観的な感情とともに攻撃に転じる。 

キャノンの説によると、動物は恐怖に反応して交感神経系の神経インパルスを発し、自身に戦う

か逃げるかを差し迫るという。この反応は、脊椎動物あるいはその他の生物でストレス反応を引き起

こす一般適応症候群の初期段階として後に知られるようになった。 

本来的に、低周波音は天変地異（地震、津波）を告知するものとして社会に受け入れられている。 

その身体的な反応は恐怖などのストレッサーの刺激が視床下部、下垂体に伝達し副腎皮質刺

激ホルモンが分泌され、アドレナリンとコルチゾールが放出される。その結果次の変化が起きる。 
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心臓・肺機能強化（心拍数上昇、血圧上昇、呼吸数上昇、気管拡張など）、体の多くの部分の血

管収縮、 筋肉向けの血管拡張、脂肪やグリコーゲン等の代謝エネルギー源の放出、胃などの消

化機能阻害・停止、膀胱の弛緩、勃起の阻害、涙腺と唾液腺の阻害、瞳孔散大（散瞳）、聴覚喪失、

周辺視野の喪失（視野狭窄）、脊髄反射の脱抑制、振戦（ふるえ）。 

生理学的機能の変化としては、体の他の部分に回る血を抑制し、優先的に筋肉に血が供給され

る。筋肉に血やエネルギー等を供給するため、心拍や呼吸が早くなり、血圧が高くなる。血糖値が

上昇する。脂肪の燃焼が促進される。筋肉が、より早く、より強く動けるように緊張状態になる。

（Wikipedia） 

２００４年１２月２６日に発生し１６万人以上が犠牲となった、アチェ大津波では、天変地異（津波

が海岸を襲う）の低周波音を感知した象や水牛の例がある。記事に依れば、カオラックでダンさん

が飼育するゾウ 8 頭が、地震が起きた午前 8 時頃鳴き声を上げた。1 時間余り後ゾウは再び興奮

し、背中に観光客を乗せて近くの丘に向けて突進した。近くのラノーン県沿岸では、津波の直前、

草を食べていた 100 頭余りの水牛が、一斉に海の方を見た後、高台に走り始めた。追いかけた村

人はかすり傷ひとつなく助かった。ゾウも水牛も津波による低周波音を感知したらしい後に興奮状

態となっている。 

即ち、低周波音を感知した脳は、ボクサーやレスラーが四角いリングに上がった状態になり、危

険な現在地を脱却する為に、心拍を亢進し血圧を上げて筋肉に酸素を送り、直ちにその場を全速

力で離脱することを求める。 

ところが、野生動物ならいざ知らず、現代人の住環境ではその環境から離脱することが困難だか

ら、脳は異常興奮して脳内に深刻な葛藤が起きる。すると「てんかん」様の症状を呈する急性症候

性発作も発現することがある。足腰が不自由な者は身動きが取れず低周波音被害に遭う。 

尚、「急性症候性発作」とは 

てんかん発作とは、脳の神経細胞の過剰なあるいは同期性の異常活動のために生じる一過性

の症状だ。神経細胞群の過度の興奮性が生じる脳の部位によって種々の症状が生じる。 

原因は大きく、脳が急に大きな影響を被った場合と、自律的に（慢性的に）てんかん発作をおこ

すようになった場合がある。前者を急性症候性発作、後者はてんかんのてんかん発作だ。（てんか

ん情報センター<http://epilepsy-info.jp/question/faq1-1/>） 

７.医学的見解 

低周波空気振動被害者の会は、前身である低周波音症候群被害者の会の時代から、この被害

の拡大は、加害者の虚言と、関係する者等の、本来担うべき責任を回避し、可能な対策を遷延す

ることが主たる理由であることを社会に伝えてきた。 
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汐見文隆医師はこの被害を、低周波音症候群（外因性の自律神経失調症）と闡明され、会は疾

患としての意見を得るため、400 例を超える相談に応じて外因である空気振動を調査し、低周波空

気振動曝露空間を把握して、150 通以上の調査報告書を同医師に届け、汐見医師の見解に基づ

く、掛かり付け医師の診断書を得た多数の被害者を、地獄同然の窮地から救出してきた。 

外因性の自律神経失調症はその典型例である動揺病（加速度病）を含め、医学辞典に立項さ

れている医学的常識であり、低周波音症候群は化学物質過敏症や電磁波過敏症、感染症の代表

とも言えるマラリア、その危険性が話題になったデング熱やエボラ出血熱などと同様に、死に至るこ

ともある重篤な疾患であることに加え、不治の病であることも、同医師の 40 年に及ぶ長期調査に於

いて明らかになっている。 

汐見医師は、著書「左脳受容説」に於いて、低周波音症候群が、騒音として右脳で聞き流してき

た低音域の空気振動を、左脳が受容することで看過できなくなってしまった〝脳の不可逆変化〟

であることを示し、低周波音症候群を発症すると、決して元には戻らない〝不治の病〟と位置付け

ている。 

また著書「低周波音被害を追って 低周波音症候群から風力発電公害へ」（2010 年４月）で、次

のように述べている。 

「医学の進歩と共に、精密な化学的測定や高価な精密機械による物理的検査が導入されました。

そこまで実施するのは医師には無理ですから、臨床検査技師の登場です。その技術も益々高度

化しています。 しかし理工学関係者の臨床検査技師は、あくまで臨床診断の補助者であって、診

断は医師の役割です。正しい精密なデータを提供してくれるのが検査技師であっても、最後の診

断は医師がやることになっています、それまで検査技師がやれば医師法違反です。患者さんという

人間を知るという基本はそれ程大切なことなのです。 ところが低周波音被害では、医師ではない

理工学関係者が診断の領域にまで足を踏み入れ、しかも人間（被害者）の理解には無頓着そのも

のの冷酷さです。そして国（環境省）がそれを是認しているのです。文科系の連中が主体である官

僚組織であるのにです。 この結果［原因≠結果］を［原因＝結果］にすり換える詐欺的行為が天

下公認となり、長年低周波音被害者を切り捨て続けているのです。」 

加えて、救急患者への対応を例にとり、「急患（結果）が発生し医療機関に搬送されて、原因（病

名）がよく分からない場合、医師はどうすべきか、分からないなりに少しでも原因を模索し、治療に

当たることが、医師としての人道的使命であり、素早く対応しなければ患者は死んでしまう」、しかし

ながら、「感覚閾値（気導音）や参照値（気導音）が、被害実態（骨導音）にほとんど合致しないのに、

これ［原因≠結果］を無視して、工学関係者は被害者を勝手に「気のせい」「神経質」などと詐称し、

無理やりに［原因→結果］を押し付けて、原因が分からないから勝手に苦しみなさい、勝手に死に

なさいという対応をしてきた」と述べており、被害者が存在しているのは明らかなのだから、「工学関

係者に対策させれば良い、エコキュートや巨大三枚翼風車はリコールすべきです」と 2010 年 11 月
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8 日、環境省に於いて記者会見もされている。 

曝露空間を離脱すれば症状は軽微になるが、再び暴露空間に入れば苦しさは復元し、給湯器

や三枚翼巨大風車などの加害源は増加の一途であり、庶民が暮す住宅建設に於いても重機の使

用は日常化していて、被害者は何処へ行こうとも、一生低周波音症候群で苦しむことになり、被害

回避のために右往左往する、これが低周波空気振動被害者の現実であり、暴行傷害事案である。 

しかしながら、汐見医師の見解は一行の記事にもならず、環境省の会見室を埋めた NHK をはじ

めマスメディアの記者達は日弁連同様、低周波空気振動被害に於ける医学的見解を無視したの

だ。 

消費者庁の事故調査委員会は「再発防止のための事故調査を目的としているため、エコキュー

ト等の個別事案の解決を担当業務としていない」と言うが、被害者は事故調の活動に依って取り残

され、事故調に相談をすればする程、被害者は社会から疎まれてしまい、どこにも相談する窓口が

ないのだ。 

低周波音被害は音源で生じた空気振動が放射状に拡散しながら受音側に伝搬して発症する。

音源側でも受音側でも音源駆動が始まる前の背景のオトが存在する。その背景のオトに上乗せさ

れる音圧レベルが悪さをする。音源側の駆動に伴って受音側で上乗せされる音圧レベルが加害

音圧レベルだ。当然のことながら背景のオトはその環境毎に大きく異なる。深夜になると日中よりも

テレビの音量を絞ったり、風雨の影響からボリュームを調整することは普通にある。 

私達の生活環境には多様な空気振動が発生している。太陽 Energy が原因で生ずる風や、地震

が生み出す自然音に加えて、工場で使用される空気圧縮機、大型重機や航空機や車両の発する

エンジン音と走行時の空気振動、ここのところ低周波音被害者を急増させているエコキュートやエ

ネファームなどの「エコ」を冠せられた深夜未明に駆動する機器からのオトなど、多数の音源からの

低周波音が充満している。これら人工音も距離や隔壁によって減衰しながら放射状に拡散して、発

生時の特徴が認められない空気振動が背景のオトとなって存在することとなる。 

そこで、医師が指摘する、一定の周波数かつ一定の音圧レベルで Peak を形成しつつ継続する

空気振動＝人工音とはどのような空気振動であるかを次に示す。 

８.自然音と人工音 

「図.A」は、3.11 大震災の当夜の余震を捉えた空気振動スペクトルを、時系列でカラー表示した

例である。発生時刻 3 月 11 日 22 時 17 分 、震源地は茨城県沖、北緯 36.5 度、東経 141.8 度、 
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マグニチュード 5.7、計測地は東京での震度 2 程度の地震である。50Hz 及び 40Hz が家庭用空

調機に起因する低周波空気振動＝人工音であり、対して 6.3Hz 以下の周波数の高まりは、地震の

揺れが起こした自然音で、低域であるほど発生している時間が長く継続している。「図.B」は、

「図.A」の 3 次元表示であり、周波数も音圧レベルも一定で継続する人工音に対して、自然音には

そのような特徴がない。 

  

「図.C」は、5 分間の空気振動を折れ線グラフで表示しており、50Hz の尖鋭な Peak を示す人工

音に対して、低域に示される地震の空気振動は Peak を形成しないまま、3.15Hz を中心に低域全

体が高値となった後、より低域を高値に保ちながら終息している。 

図.A 

図.B 
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この背景音に付加され、明らかな Peak（卓越）を形成しつつ継続する空気振動で、周波数の揺

らぎが少なく音圧レベルの高低にも変動が少ない人工音、これが加害音である。 

 

「図.D」は家庭用冷蔵庫の近傍での低周波音記録で、「図.D1」は稍風の影響があり、「図.D2」は

風の影響が殆どない。しかし波形は酷似していて、重ねて表示すると、冷蔵庫から 50Hz の人工音

が発生して、その波形からは倍音を含めて音圧レベルの違いのみであることが分かる。 

図.C 
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また、冷蔵庫のコンプレッサーが稼働していない寒色系（Off）で示される値が〝背景音〟、暖色

系（On）で示される値との差が〝加害音圧レベル〟であり、その周波数が加害周波数である。 

 

「図.D1」では加害周波数は 50Hz で、６６．５ dB、その背景音（B1）は ４２．６dB 故に加害音圧レ

ベル６６．５-42.6＝23.9dB（A1）であり、「図.D2」では加害周波数は 50Hz で、55．8dB、その背景音
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（B2）は 33．1dB 故に加害音圧レベル 55.8-33.1＝22.7dB（A2）である。 

９.被害の判定 

低周波音被害は、音源たる機器装置に発した空気振動が、放射状に減衰しながら空間を突き

抜けて受音側へ伝搬し被害を与える。元から存在していた背景の空気振動（Ｂ）に、加害音圧レベ

ル（Ａ）が加算され被害が生じる。深夜になってＴＶのボリュームを小さくすることや風雨の影響で音

量を操作することは普通にある。背景の空気振動（Ｂ）は住宅地と工業地域では大きく異なるし、傍

らを通行する車両でもあれば天地の差が出る。 

問題は加害音圧レベル（Ａ）であるにも拘わらず、参照値や感覚閾値の類には加害音圧レベル

に対応する数値は無い。参照値や感覚閾値の何処に加害音圧レベルがあるというのか、科学がな

い。科学が無ければ正義はない。参照値や感覚閾値は（Ａ）も（B）も考慮せずに、加害周波数の実

測音圧レベルが（Ｂ＋Ａ）で構成されたまま、ＡとＢを峻別せず綯い交ぜに語ることで、被害が拡大

してきた。 

汐見医師が〝悪魔の参照値〟とまで言い切って批判し続けた参照値や感覚閾値の罠の正体

がこれである。低周波空気振動被害の判定は純粋に物理量で判定しなければならにいも拘わらず、

参照値や感覚閾値は物理量ではなく感覚量である。 

環境省は、「『参照値』とは、発生源の稼働状況と苦情内容に対応関係がある場合に用いるもの

です。具体的には、測定された「ある周波数の低周波音が、その値以上であれば、その周波数の

低周波音が苦情の原因である可能性が高い」と判断するための、「その値」であって、周波数毎に

定めています（１／３オクターブバンド中心周波数毎及び G 特性音圧レベル）」として、測定された

実測値には「Ｂ」が含まれているにも拘わらず、「元から存在していた背景の空気振動（Ｂ）＋（Ａ）」

と参照値を比較することを勧奨し、加害音圧レベル「Ａ」を無視している。（参照：事務連絡平成 29

年 12 月 27 日「低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱いについて」環境省水・大気

環境局大気生活環境室） 

また、10 年前から同一内容で三度発行された前記事務連絡文書では、参照値を被害判定に使

用してはならないとされ、丁寧な被害者対応をするよう求めてはいる。しかし被害判定に使用して

はならないとする環境省の意向は、その連絡文書に於いて明確な表現にはなっていない。 

１０.FFT の罠 

このやや風がある場合、50Ｈｚ、100Ｈｚ，160Ｈｚに卓越があるが、50Ｈｚが基本周波数である。基

本周波数とは信号を正弦波の合成で表したときの最も低い周波数成分の周波数を意味する。基

本波とも言う。 音楽では、発音体の出す音が複合音の時、そのもっとも低い音を基音と呼び、f0 と

表記する。例えば楽音にはもとになる音が一つあって、それに高い音がいくつか交わる。この一番

低い音が基音で、もっとも高い音が上音である（Wikipedia）。 
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また、100Ｈｚ，160Ｈｚが倍音であり、倍音とは、楽音の音高とされる周波数に対し、2 以上の整数

倍の周波数を持つ音の成分。1 倍の音、すなわち楽音の音高とされる成分を基音と呼ぶ。 弦楽器

や管楽器などの音を正弦波成分の集合に分解すると、元の音と同じ高さの波の他に、その倍音が

多数現れる（Wikipedia）。 

殆ど風が無いこの場合も 50Ｈｚ，100Ｈｚ，160Ｈｚ，250Ｈｚに卓越がある。50Ｈｚが基本周波数で

あり、100Ｈｚ，160Ｈｚ，250Ｈｚは倍音である。 

いずれの場合も 50Ｈｚが基音であり他は 50Ｈｚ（基音）の倍音である。音源対策をする場合、一

つの対策で全ての周波数に効果があることはないのだが、本例のような基音とその倍音が把握さ

れた場合は基音のみを対策すればよい。倍音は基音に付随しているから倍音の対策を考えても全

く意味は無い。 

周波数だけを細分化しても、FFT 解析では加害音圧レベルも分からない。 

事故調査委員会は「家庭用ヒートポンプ」や「家庭用コージェネレーションシステム」の調査に於

いて、パターン計測（直接証明）をせずに FFT（間接証明）だけで調査をしたものとしている。 

風力発電の例を見てみよう。風車の空力音はタワー（塔）とブレード（翼）が重なることで発生する。

つまりロータの回転が空力音を生む。そこで現在主力の３枚翼風車で、ロータの回転数が 20ｒｐｍ

なら、毎秒タワーと新幹線以上の高速でブレードが重なり 1Hz の基音が生ずる。また付随する倍音

は１０数次にも発生することも確認されている。 

環境省は「低周波音防止対策の考え方」において、「低周波音に関連すると思われる苦情が発

生した場合、苦情発生の状況を把握するとともに低周波音を測定し、1/3 オクターブバンド周波数

分析（必要に応じて狭帯域周波数分析）を行い、音圧レベルの概要を知る」とし、狭帯域周波数分

析「FFT（Fast Fourier Transform：高速フーリエ変換）解析」を示している。FFT とは、DFT (Discrete 

Fourier Transform：離散フーリエ変換) を計算機上で高速に計算する算法（アルゴリズム）のことで、

ある空間、ある時間に於いて存在した振動周波数を狭帯域で表示する分析法であり、直接の証拠

とはならないが、その証明を補強するのに役立つ証拠であって間接的証拠である。いくら周波数を

細分化したところで被害の証明にはならない、被害の証明には音源に発した空気振動が受音側へ

伝搬したことが条件だからだ。 

１１.汐見医師の被害判定 

一方、低周波音被害アリとの判定をするについて、汐見文隆医師は 2010 年 4 月「低周波音被

害を追って 低周波音症候群から風力発電公害へ」で、次の指摘をしている。 

「不安定な空気振動だから、５デシベル以下では差があるとは断定できない、少なくとも１０デシ

ベル以上、できれば２０デシベル前後の差が欲しいと考える。 

もう一つの問題は周波数であり、はっきりとしたピーク（卓越周波数）が被害現場（室内）では認め
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られる。ピークの存在が外部から異常な低調波音が侵入していることの証明だ。 

そのピークが出現する周波数についての私の経験から、これまで分かりやすい数字として１０～

４０ヘルツとしてきたが、８～３１．５ヘルツの方が正しいかもしれない。 

５０ヘルツ以上の空気振動は騒音になる。私の被害現場での経験では、５０ヘルツ以上は低周

波音被害をマスクする側に回る。小型の家庭用電気冷蔵庫の５０ヘルツの稼動音で苦痛が楽にな

ると、深夜に布団を台所に引っ張って行って寝ていたご婦人もあった。 

８～３１．５ヘルツのあたりに、１０デシベル以上の差のピークが証明され、それが被害症状の有

無と一致すれば、被害症状は客観的に裏付けられたことになるこれで［結果＝原因］が成立だ。」 

この意見は、苦しい時、何でもない時、それぞれにマニュアル操作で計測記録したものであり、

かつ被験者数も少なかった時代のものだが、自動操作で記録する現在ではもう少し厳密に判定可

能だと考えられる。 

建築ジャーナル（2012 月 9 月号）では自称エネファーム被害者が自身の被害について「屋外の

Data」で医師が被害をみとめたかの如く表現をしているが、医師は室内の Data で判定する。 

風車低周波音を超低周波音ではなく、〝通常可聴周波数範囲の騒音の問題〟にすり替えてし

まった「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」では、「風力発電施設騒音の評価

の考え方」で、「評価の目安となる値」を『「残留騒音」（一過性の特定できる騒音を除いた騒音）か

らの増加量が５dB に収まるように設定する』、としていて、５dB 差（エネルギーは 3.1 倍差）の考え

方を示している。 

また、消費者庁はガス給湯器が原因の低周波音について、その卓越は６dB 差（エネルギーは約

４倍増）との考えを示してもいる。 

即ち、国家の低周波音被害防止基準も、厳密に考えるならば、５dB 増、６dB 増以内に押える、と

の方向が見えており、被害がある時の音圧レベルが、被害が無い時の音圧レベルに対して、安定

的に〝３dB 増〟があれば被害を認定するのは妥当である。況や３dB 増（＝エネルギーは２倍増で

音源がもう一つ増加したと考えられる）で被害を認めない理由は無い。 

ところが卓越周波数について、消費者庁の「電気給湯器（ヒートポンプ）被害は１００万件に１人

であって、そのほとんど全てが物理現象の因果関係が認められない」とした「家庭用ヒートポンプ給

湯機調査」では「本報告書での運転音の周波数分析においては、両側の中心周波数の音圧レベ

ルに対して１０ｄB 以上のピークを卓越周波数と呼ぶこととした」としてガス給湯器では卓越は６ｄB

であるのにその差について説明は無い。 

片側１０dB 未満のピークは卓越周波数と呼ばないとして、被害がある時とない時の９dB 差（エネ

ルギーは約８倍増）の物理的因果関係を否定しているのだが、医師でない者を被害の専門家扱い



 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 http://p-kichi5206.wix.com/abvv 27/55 

 

Nonprofit Organization Association of Bone Vibration Victim 
Naka 1-7-76 Kunitachi-city Tokyo 186-0004,Japan, 

Phone:+81-042-571-2787 E-mail:p-kichi5206@rainbow.dti.ne.jp 

するように社会を唆（そそのか）し、医師の見解を求めることもなくまとめられた意見だ。ここで見られ

るように〝卓越〟なる意味も恣意的で、権力の意向次第で如何ようにも解釈可能な数値だ。こんな

調査を被害者が是認できる筈がない、この調査を受け入れる者等は加害者の証だ。 

１２.日本弁護士連合会 

日本弁護士連合会は２０１３年（平成２５年）１２月２０日「低周波音被害について医学的な調査・

研究と十分な規制基準を求める意見書」を発表した。以下この意見書を〝本意見書〟と表記する。 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/131220_3.html 

 これを発表して既に満 6 年が過ぎた。日弁連が求めた如く低周波音被害問題は愈々苛烈とな

り地獄の果てもカネ次第となっている。被害者や医師の意見を無視する日弁連の言い種は、無責

任な机上の空論である。 

低周波音源を駆逐しない限り被害は無くならないし、①風車を建設しようとする者達の意見を基

にして対策するというのでは、被害者の心情を逆なでしたままで、②物理現象としての空気振動被

害のメカニズムも全く無視していては対策にはならない。 

本意見書では「当連合会は、２０１３年１２月２０日に本件について意見を取りまとめ、１２月２５日

に環境大臣、経済産業大臣へ提出いたしました」とあるが、厚生労働省や国土交通省（クレーンや

バックホー等の重機の管轄）、総務省（公害等調整委員会）には提出しないのだ。この意見書の異

常さは、社会に公開でき得る内容ではなく、日弁連の歴史の中で二つと無い杜撰なものだ。 

低周波音被害同様に外因性の疾患である「電磁波」と「化学物質過敏」については。 

日弁連は、２０１２年９月１３日付けで「電磁波問題に関する意見書」を取りまとめ、同年９月１９日

に環境大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣及び同年９月２０日に総務大臣宛に提出し、化学物質

過敏症に関する提言は、２００５年（平成１７年）８月２６日に取りまとめ、９月６日に厚生労働省や関

係各官庁、参議院議長へ提出、９月２７日に衆議院議長及び各政党へも提出している。 

低周波音被害についての意見書の趣旨は次の通り。 

① 国は、人の健康及び環境を保護するため、低周波音被害（超低周波音被害を含む。以下同

様。）に臨床的に取り組む医師等により構成された調査・研究機関を組織し、低周波音の長期暴露

による生理的な影響、感受性に与える影響等について、被害者の実態を踏まえた疫学的調査を行

うべきである。 

② 国は、「１００ヘルツ以下の音は聞こえにくい、１０ヘルツ以下の音は聞こえないからいずれも生

理的な影響は考えられない」という「感覚閾値論」や「感覚閾値論」を前提として環境省が２００４年６

月に作成した「低周波音問題対応の手引き」（以下「『手引書』」という。）と「参照値」を撤回し、下記
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３の基準が策定されるまでの当面の間、ポーランドやスウェーデンなどの諸外国のガイドラインの先

進例を参考にして暫定的な基準を設けるべきである。 

③ 国は、上記１の調査結果に基づいて、低周波音による健康被害を防止するに足りる、低周波

音に関する新しい法的な規制基準を早急に策定し、これに基づき風力発電施設（風車）の立地基

準やヒートポンプを利用した家庭用給湯設備（以下「エコキュート」という。）等の設置場所に関して

も基準を策定すべきである。 

そもそも低周波音被害は、国土交通省管轄の機器が原因で、痛い苦しいと訴える被害者の声を、

理工学士が閾値論を振りかざし「聞こえ」に摩り替えて口を塞ぎ、被害を否定してきた。これを国家

が公認しての暴行傷害事案だ。 

しかし本意見書は、端からバックホウやクレーンでの被害を無視して立案されている。我も我もと

低周波音被害者が陸続することを怖れた環境省の犯罪であるのに。 

加えて、本意見は淡路島の住人から風力発電施設起因の被害について傍若無人に振る舞う事

業者に法規制を掛けられないかと訴えたのが発端だが、本意見はたった一人の低周波音被害者

を救うこともできず、事業者には何の圧力も加えられない、全くのガラスのハンマーだ。 

イ、疫学調査の登場 

疫学は加害者が求めているものだ。結論迄に時間が掛かるのでその間音源を更にばら撒くこと

ができて事業として稼げるからであり、前述の FFT 解析もその手法である。 

衆を頼める音源（風車、エコキュート、エネファーム等）が存在する一方、衆を頼めない、音源の

被害者（重機、コンビニ、スーパーマーケット、工場）は放置される可能性が否定できない。消費者

庁に於いても、今現在は、全くの手付かずである。 

水俣病、イタイイタイ病のように疫学を利用しなければ因果関係を把握できない公害病とは違っ

て、空気振動たる打撃に依る生理的な被害を認めるだけの公害病なのだが、閾値論を捨てない日

弁連は被害者救済を先延ばしにする。 

汐見文隆医師は、その著書「低周波音被害を追って」（２０１０年４月）では薬害を例に音源に対

してリコールを求めているにも拘わらず、本意見書は汐見医師の意見を無視している。 

===== 

 医療の世界で新しい薬を開発された場合には、その効果もさりながら副作用が厳重に追求さ

れます。人を助けるはずが、かえって苦しめることになってはならないからです。 

 それが理工学の世界ではどうなっているのでしょうか。事故が多発した場合にリコールという制

度がありますが、では風力発電機は、これだけ明白な住民被害が出ているのに。りコールの対象に
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はならないのでしょうか。死なないからと安心しているみたいです。 

また、救急患者への対応を例にとり、2010 年 11 月 8 日、環境省に於いて次の記者会見もされて

いる。https://p-kichi5206.wixsite.com/abvv/medicalview 

「急患（結果）が発生し医療機関に搬送されて、原因（病名）がよく分からない場合、医師はどう

すべきか、分からないなりに少しでも原因を模索し、治療に当たることが、医師としての人道的使命

であり、素早く対応しなければ患者は死んでしまう」、しかしながら、「感覚閾値（気導音）や参照値

（気導音）が、被害実態（骨導音）にほとんど合致しないのに、これ［原因≠結果］を無視して、工学

関係者は被害者を勝手に「気のせい」「神経質」などと詐称し、無理やりに［原因→結果］を押し付

けて、原因が分からないから勝手に苦しみなさい、勝手に死になさいという対応をしてきた」 

医師は被害者が存在しているのは明らかなのだから、「工学関係者に対策させれば良い、エコ

キュートや巨大三枚翼風車はリコールすべきです」と述べている。 

ＮＨＫはじめマスメディアは「報道しない自由」を発動してこれを〝黙殺〟し、重機や工場の低周

波音被害が風車やエコキュートやエネファームに拡大した歴史に興味が無い日弁連は、風車被害

を作っている者達（後述する松井利仁氏や岡田健氏）の意見を重用する。そのヒントや進むべき道

を指し示してくれるのが歴史であり、先人達の生き様であるのに。 

ロ、医師と低周波音症候群被害者の会を無視する日弁連 

最近の低周波音問題として、風力発電施設（風車）について「当連合会公害対策・環境保全委

員会低周波騒音被害問題に関するプロジェクトチームは，低周波音による被害の実態を調査する

ため，２０１１年１２月１０日に愛媛県西宇和郡伊方町（旧・三崎町），２０１２年４月５日に和歌山県日

高郡由良町を訪れ，風力発電用風車による低周波音の被害を訴える住民から直接聞き取り調査

を行った」とあるが、伊方町も由良町も当会が現地被害者と連絡を取りアレンジしたものだ、しかし

当会の名前は本意見書には全く出現しない。 

「早く被害者救済を」の看板にある内容の裏付けは全くないまま、地域住民の健康被害や環境

破壊にも関心は無く、それいけドンドンと風力発電開発に余念が無い事業者にアセスを任せて良

しと呼びかけた。 

しかし、汐見文隆著２００９年８月『意見書「風力発電機による住民被害を追って」』には次の記述

がある。 

===== 

今回の申請人の中で一番症状の重篤と見られるのは。直近の風車との距離が一番近い（３５０メ

トル）岩橋喜美子氏です。［第１５図］ 

岩橋さんについては ２００９年５月２３日の「風車問題伊豆ネットワーク総会」で 本人が陳述さ
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れたより詳しい証言があります｡ 

 【記述・覚張敏子さん】 

天目風車１０基が家のほうに向かって回っている。音が異常で起きて歩けなくなった。動けば少

し楽になるが、体が硬直したようになり。手足はしばらく動かない。食事の支度をするのがようや   

くで、掃除などは出来ない。１０基回り始めた時このままでは死ぬのではないかと思った｡ 

頭が重く、耳の後ろが腫れて痛く、視野が狭くなり目の前がよく見えなくなった。家を離れると症

状はなくなる。耳の痛みが逆になり、右から左になった。膝にも痛みが出て歩行困難のようになった。 

頭（脳）が疲れ、今まで理解できていたことが出来なくなった。 

口の中に血がたまる。最初は歯茎から出血し口の中にたまり、その後鼻血が出るようになった。 

以前より病院では、賢常体質といわれ薬が飲めなかったが、今迄は湿布で､調節して医者要ら

ずで対応してきた。別荘地に転居し風車が回るようになｰって天目の山側から来る風に恐さを惑じ

ている。 

車の運転をしていたがハンドルが切れなくなった。 

飼い犬が気違い状態になって飼い主に歯を剥いてかかってくる。こんなことは決してなかった。 

風車は作ったら回す。自分たちだけではなく、子どもの代になっても影響がある。造らせないこと

を切に望む。 

このような被害を生ずる機器装置は武器か兵器という代物であり、どこにも聴覚影響を窺わせる

被害は無い。聴覚（聞こえ）は侵襲器官であり被害とは無関係だ。 

ところが、この会で理論的科学的支柱として活躍している岡田氏は次の様に言う 

新しい技術が出てきたら、必ずこういう新しい問題が出る。それを克服して行く事が大事なんで

すよね。ですから風車反対しません。今現在の風車で被害を押さえる為には回転数を落とす事だ。

問題が出ている周りの風車は回転数を落としなさい。その回転数を私は、まぁ 12 回転位まで落とし

なさい。と言ってます。 12 回転位まで落としたい。15 回転位まで落ちますとかなり楽になります。も

うちょっと落として欲しい。 

被害者を救う意思があるのであれば、岩橋喜美子氏が主張される様に、風車の建設も稼働も停

止するしかない。被害者救済の意思が無いからこそ、ロータの回転を落とそうなどというのであり、

そもそも、極めて剛性の高い現代の風車の回転数を落としても、周波数がより低域に移動し被害が

無くならないだけでなく、より深刻になる。周波数がより低くなれば、到達力が倍加するからだ。この

点は読売新聞にも抗議した。兵器に劣らない風車を、他の地域にも建設させようとする意図とは、
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「貴方の町にも、貴方の村にも、貴女の郷にも風車〝被害〟をお裾分け」ということに他ならないの

だが…… 

もともと岡田健氏は音響コンサルとして稼いでいるのだから利益相反行為であり、一方（事業者）

の利益になると同時に、他方（被害者）への不利益になる行為の実践者だったのだ。 

岡田氏の「風力発電事業に反対しない」との言説は紛れもなく低周波音加害者であり、音源の

拡大は彼等の利益を誘導して、加害者を専門家扱いする低周波音被害者は精神障害者だとの言

説にもつながっている。 

「風力発電の諸問題」と題する環境活動家による院内集会が 2013 年 5 月 24 日、参議院議員会

館で開かれた。 

環境省によれば、紹介議員は川田隆平（みんな）、谷岡郁子（みどりの風）、岡崎トミ子（民主前）

等、主催は「風車問題伊豆ネットワーク」で、最初にフリーライターの永尾俊彦さんが「和歌山県由

良町の風車被害の報告」というテーマで、永尾氏の他、岡田健氏、覚張敏子氏、山本里子氏が講

演したそうだ。<http://www006.upp.so-net.ne.jp/junc/hokoku0140.html> 

以後、永尾氏が風力発電に関して発言されたことは無い。 

配布された資料「「法アセス施行後の現状と課題 」2025.5.24 院内集会 覚張敏子」は、「環境

影響評価法が改正された趣旨、風力が追加された原点に立ち戻ってアセス法を守り、育てていく

努力をしたい」と結ばれている。 

つまり、「一刻も早く被害者救済を」の看板にある内容の裏付けは全くないまま、地域住民の健

康被害や環境破壊にも関心は無く、それいけドンドンと風力発電開発に余念が無い事業者にアセ

スを任せると呼びかけた。 

アセスについて、医師は「アセスはアワスメント」と酷評し実効は無いのだし、死人が出るような深

刻な人的被害が発生するのに、なおまだ風車を作ると言う考えが理解できない。 

ここに集った者達こそ、議員などやる資格が無い、低周波音加害者、風車加害者なのだ。 

低周波音被害は加害者の虚言が作ったものだ。理工学関係者の被害者蔑視や医師になりすま

す行為が被害を作ってきた。 

因に岡田氏は自身の活動結果としての成果を公表していて、騒音制御工学会 2010 年秋に発

表になった中では、鎌倉市のエコキュート被害者が〝幻聴〟と記されている。被害者に確認したと

ころ、精神科の医師に受診したことはなく、そのようなことを岡田氏に話したことも無いという。岡田

工学士が医師でもないのに精神科の医師を代行したのだ。 

ハ、清水亮氏について 
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一方で、東京大学大学院・前川真帆香氏の修士論文「低周波音被害の社会問題化」をアピー

ルする。 

前川真帆香氏を指導したのが東京大学准教授清水亮氏だ。前川氏は４時間に及ぶ低周波音

症候群被害者の会（私）が主催する低周波音症候群被害事例研究会に二度も参加したにも拘わ

らず、低周波音問題は医師か大学教授でなければ担当できないとばかりに被害者に対する差別

意識丸出しで代表には全くインタビューをせず、 

① 被害の専門家が岡田健工学士である。 

② 会は汐見医師が作ったものだ 

③ 被害者ではない者（私）が計測している 

と虚言し、低周波音症候群被害者の会の活動を妨害し低周波音被害の社会問題化を加速した。

会は JR 中央線三鷹立川間高架化工事で使用される重機に依る被害者である（私）が設立したもの

であり、私が計測してきた。 

清水亮氏は東京大学大学院・前川真帆香氏の修士論文「低周波音被害の社会問題化」を指導

することで、消費者庁「家庭用ヒートポンプ給湯機調査」にも職を得ている。 

ニ、松井利仁氏について 

長周新聞には北海道や札幌市の環境影響評価審議会委員も務めたという松井利仁氏が、風車

騒音が危険だとする講演が記されている。「風車騒音による健康影響と石狩湾新港周辺三事業の

影響評価」が地元で大きな反響を呼んでいることも記されていて、専門家の見地から低周波音の

人体への影響をとらえたもの」らしい。 

武器か兵器かという代物である巨大風車について、汐見文隆医師は著作や環境省での記者会

見で、繰り返し〝リコール〟すべきだと意見されてきたが、巨大風車が松井氏が主張する程に危険

なら、最初からアセスの対象なんぞにせず、建設停止を主張したら良いと思う。 

環境ジャーナリスト・かとうやすこ氏「週刊金曜日 2016.3.11(1079 号)」によると、風力発電が環境

影響評価法に組み込まれることとなった「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関

する検討会」に於いて、松井氏が「睡眠障害等の健康影響も含めた影響が生じるリスクが極めて高

い」と指摘したという。 

しかし議事録を見ると「松井検討員 規模要件に関して、資料２－３で、苦情件数に関して再整

理されておられるんですけれども、苦情という言葉が気になっております。風力発電所に対する苦

情というのは、多くが睡眠妨害なんですね。睡眠妨害というと、生活妨害、生活環境影響というよう

にもとられかねないですが、医学的に見れば、環境要因による睡眠障害、病気です。ですから、そ

ういう点では、これは健康影響であるという視点から苦情ということを見ないといけないのではない
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かと思います。ですから、規模要件を決めるときの重要度というのがそれぞれあろうかと思うんです

けれども、騒音の苦情件数というのは、単なる生活妨害ではなくて、健康影響であるという意識を持

っておくべきではなかろうかと考えております」となっていて、飽くまで苦情、騒音となっており風車

の主な被害を睡眠障害と捉えている。 

浅野座長に「松井検討員には、まだご発言がなかったような気がしますが、よろしいですか。特

にご異論はないですか」と促されて「○松井検討員 低周波音が項目として挙がっているので結構

です」と答えている。 

http://www.env.go.jp/policy/assess/5-2windpower/wind_h22_5/gijiroku_5.pdf 

音響外傷や急性ストレス反応を惹起する低周波音の〝卓越〟については全く触れることなく、

騒音の延長線上に低周波音を位置付けて、低周波音の総量での考えを主張しても、議論にはな

っておらず、単にそのようなこともあると発言しただけだ。 

その意味でかとうやすこ氏の表現は正しいが、風車の近傍では人柱同然の突然死が今も続いて

いる。当人もその家族も人柱との意識はないままに、武田氏が代表である風力発電全国情報ネット

ワークの川澄透氏、環境活動家の岡田健氏、武田恵世氏等と共に再生エネルギー賛成を唱えて

風力発電を推進する。 

風力発電は一基が危険なのであって規模要件は無用の条件だ。にも拘らず「風力発電施設に

係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」は一基でも苦情があることの認識はあるもの

の、その危険性を論じていない。「アセスはアワスメントで意味が無い」と言っていた汐見医師達の

嘆きが聞こえてくる。 

長周新聞によれば、松井利仁氏は橘秀樹氏（千葉工業大学附属総合研究所 教授）を悪の権

化の如く批判しているが、全くのお門違いであって、風力発電被害は風車をアセスの対象にしてく

れと運動した川澄氏や松井氏の意見を基に、アセスの対象（ 第１種事業：１万 kW 以上 第２種事

業：7,500kW 以上）となってその建設が推進され、被害者救済は見送られた歴史があり同罪だ。 

しかも松井氏が低周波音被害の救世主の如き扱いになっているが、人柱とされた被害者にとっ

てはニックキ加害者の代表だろう。そんなに橘秀樹氏に不手際があるのであれば（実際にあるのだ

が）、橘氏を刑事告発すべき話だ。しかし同罪だから自身を告発はしないと思われる。 

松井氏は、低周波音による「公害病」は発症機序を三つに分類できるという。 

①．環境性睡眠障害は低周波音が聞こえることによって「小さい音」でも気になって眠れないとい

うのだが、枕に頭を付けた時、振動を感じて眠れなくなるのであって、聞こえる音での影響は無い。 

②．前庭への刺激が、〝いわゆる〟風車病か否かはともかく、その症状は一般的にも医学的に

も認められた「動揺病」の症状を起こす。 



 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 http://p-kichi5206.wix.com/abvv 34/55 

 

Nonprofit Organization Association of Bone Vibration Victim 
Naka 1-7-76 Kunitachi-city Tokyo 186-0004,Japan, 

Phone:+81-042-571-2787 E-mail:p-kichi5206@rainbow.dti.ne.jp 

③．上半規管裂隙症候群（ＳＣＤＳ）という障害者は有病率１～５％、低周波音、超低周波音の感

受性が極めて高いとも記述があり、低周波音被害者を先天的病者扱いしているが、低周波音被害

は普通の人が低域の空気振動に依って被害者となる後天的疾患だ。 

 因に、動揺病（乗り物酔い）は「しばしば漠然とした腹部不快感を伴う悪心，嘔吐，めまい，蒼白，

発汗，および関連症状を通常は含む症候群である。 特定の運動形態，特に角加速度および直線

加速度の反復的な増減によって，または前庭，視覚器，および固有受容器からの入力が矛盾した

結果，引き起こされる」とされている。（Wikipedia） 

汐見医師の２００９年８月１０日意見書「風力発電機による住民被害を追って」には次の記述があ

る。 

===== 

医療の世界で新しい薬を開発された場合には、その効果もさりながら、副作用が厳重に追求さ

れます。人を助けるはずが、かえって苦しめることになってはならないからです。 

それが理工学の世界ではどうなっているのでしょうか。事故が多発した場合にリコールという制度

がありますが、では風力発電機はリコールの対象にはならないのでしょうか。 

と、汐見医師は薬害を例に風力発電機のリコールを求めている。 

この汐見意見書は「２００９年１０月１６日、１７日、足利工業大学総合研究センターの主催による

「第１０回 風力エネルギー利用総合セミナー」が開催され、その講義テキストとしても利用されてい

る。汐見医師の講義を退屈そうに聞いていた松井氏には、日弁連同様全く自国の医師の意見に

関心がない。他国の医師については「風車騒音と風車病・睡眠障害との因果関係について。風車

病（風車症候群）と名前をつけたのはヨーロッパの研究者ニーナ・ピアポントだ」と紹介するのだが。 

また、ＮＨＫニュース「おはよう日本」2018 年 12 月 20 日（木）は埋もれた公害『騒音』に於いて、

松井氏（加害の専門家）を低周波音被害の専門家として紹介している。http://urx3.nu/QhBH 

ホ、ガイドラインについて 

「一般社団法人日本冷凍空調工業会は２０１１年４月に「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポン

プ給湯器の据付けガイドブック」を作成し，隣家に低周波音の被害が及ばないような設置方法を勧

めているが，低周波音はもともと貫通性が高い上に日本の住宅事情で十分な距離が取れない場

合が多く、十分な対策とはいえない」ともいうが、エコキュートをこのまま延命させるための手段とし

てのガイドラインに被害対策の意味はあるまい。 

ところで、真の ANC（Active noise control）は音源側で可能なのだ。音源を 2 分割し音の性質で

ある干渉を利用して位相を 180 度ずらせば良い。 
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一例として消音スピーカーが挙げられる。 

騒音源の音を拾い、それと逆位相になるような音を作りスピーカ

ーから出力し空間で打ち消し合わせ「騒音レベルを下げる」ことを

目的としたものだが、現在はデジタルシグナルプロセッサの高速化

により実現可能だ。 

平成 22 年「移動発生源等の低周波音に関する検討調査等業

務報告書」に於いて、ガイドラインは次のように記載されている。 

辞書等で"ガイドライン"を調べると、"政治や業務などを具体的に運用する際に守られるべき指

針や手引き"や"政策・施策などの指針、指標"と説明され、一見、罰則等のペナルティを伴わない

約束あるいは規則（取り決め）という解釈が成り立つように推察される。 

が、法学的な観点から"ガイドライン"の有する意味を考察するために、本検討調査委員会の中

の法律学を専門とする委員から意見を聴取したところ、下記のような意見等があったと言う。 

〝法律が裏付けてあれば"規制"になるし、法律に裏付けてなくてもガイドラインに則って何か行

動しますと約束すれば、それは約束によって強制されることになる〟と言い、行政が環境影響評価

の中のガイドラインとして使用すると述べた場合、そのガイドラインは事実上強制力を持つことにな

る」としている。 

騒音に関するガイドラインについては、過去に裁判になった経緯がある。一例であるが、都道府

県が騒音に対する指針値やガイドラインを作成し、工場側がこれは法令ではないから遵守しなくて

よいという主張に対して、最高裁判所はガイドラインなどを公的基準として使うことについて事実上

問題ないとした。 

このような判例を踏まえ、ガイドラインは裁判における公的基準の一つとして使われることは確か

なことと言える。 

その一方、今年度の本検討調査委員会における調査の目的は、「風力発電施設からの騒音等

を適切に測定、予測、評価する手法について検討を行うこと及び移動発生源の低周波音等の実

態を把握し、低周波音問題に対して適切な対応を図るためのガイドラインの策定について検討を

行う」ことである。 

つまり、「上記の検討結果に沿えば、法学的に強制力を持ち得るものを策定することが求められ

ていることになる。しかし、最近の関連研究をレビューすると、特に我が国における風力発電施設

からの騒音等については調査研究が十分とは言えず、引き続き検討が必要である旨の指摘が多

い」としているのだ。 

ホ、環境省の考え方の評価について 
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日本弁護士連合会は、低周波音被害の有無について臨床医学的なアプローチをとらず，音響

工学的な手法を採用し「感覚閾値以下の音は人の生理に悪影響を与えない」という考え方の下に

環境省の低周波音対策は成り立っているという閾値論を根拠としているとして批判するが、第二参

照値というべき全く後進的な事例を他国の先進例だとして広め、被害拡大を企てている。「被害者

の存在が低周波音被害者の救済の必要性と低周波音の規制の必要性を物語っている」等とも言う

が、被害者の救済どころか多くの被害者を自身の商いの対象としたのが日弁連の本意見書だ。 

環境省は、「『参照値』とは、発生源の稼働状況と苦情内容に対応関係がある場合に用いるもの

です。具体的には、測定された「ある周波数の低周波音が、その値以上であれば、その周波数の

低周波音が苦情の原因である可能性が高い」と判断するための、「その値」であって、周波数毎に

定めています（１／３オクターブバンド中心周波数毎及び G 特性音圧レベル）」として、測定された

実測値には「Ｂ」が含まれているにも拘わらず、「元から存在していた背景の空気振動（Ｂ）＋（Ａ）」

と参照値を比較することを勧奨し、加害音圧レベル「Ａ」を無視している。参照値や聴覚閾値の何

処に加害音圧レベルがあるというのか。 

「何ヘルツで何デシベルを超えると被害になり易い」のではなく「何ヘルツで何デシベル加圧さ

れているから被害になる」であり、参照値や参照値の類と低周波音被害には何の関係もない、この

事実を述べなければ参照値撤廃、手引書撤廃を求める理由は無い。 

根本的に可笑しいのは、他国のガイドラインの類には加害音圧レベルなる考え方は無いから、

ポーランドやスウェーデンのいずれも閾値論に帰着するガイドラインが先進例だとする根拠は無く、

ポーランドやスウェーデンが先進例だとの考え方は閾値論脱却を提案する日弁連意見に反し自己

撞着している。日弁連意見は閾値論脱却の意思が無いと考えざるを得ない、嘘話なのだ。 

しかも大型風車の空力音はロータとタワーの交叉時に発生するので、主に 1Ｈｚ以下に基音が発

生するから、５Ｈｚ未満に決まりがないポーランドやスウェーデンのガイドラインでは、日本の風車被

害者はただの一人も救済できない。 

また、その基音に対する倍音は１０数次にも達するが。その倍音をどれ程求めても対策はできな

い。対策は基音に対してのみ可能であるからだ。山田大邦氏らが吹聴する、周波数を細かく表現

できるとするＦＦＴ解析は、対音源との関係性は把握できず、1/3 オクターブバンド周波数分析と同

様の傍証に過ぎない。あくまでも音源を推定する方策の一つであって、風車が発する空気振動と

それが伝搬した受音側での空気振動の突合ができないままでは、因果関係は証明できず被害対

策は不可能だ。 

本意見書では、ここに述べた汐見医師の医学的見解は採用されず、松井利仁氏（京都大学）著

「複合低周波音の評価指標に関する考察」（２０１０年９月）や『日本騒音制御工学会研究発表講演

論文集』２２９頁，岡田健氏「エコキュートや風車からの超低周波音による生理的影響はなぜ起きる

のか？」（２００９年６月７日『消費者レポート』）などを売り込んでいる。 
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松井利仁氏や岡田健氏をこの被害の専門家として推す井坂和弘弁護士は、平成２４年１１月、

被害者（私）に「被害者が求めているのは汐見医師の意見だ」と面罵されている。 

表面上どれほど「低周波音被害は医師の意見を求めている」と述べてみたところで、こうやって

医師や被害者の活動を妨害し続けて、被害を拡大してきた者達の意見を採用していたのでは、新

たにこの被害に意見を述べようとする医師は何時まで経っても現れることはないだろう。 

特に問題なのは「当面の対策」である。 

===== 

そして国は，環境省が新しい規制基準を定めるまでの当面の間，被害者を放置することのない

ように，暫定的なガイドラインを作成する必要がある。ここで参考になるのが，ポーランドやスウェー

デンなどの諸外国の先進的なガイドラインである。これを参考にして暫定的な基準を設けるべきで

ある。 

という。何を言っているのか、他国に先進例は無いし、暫定的なガイドラインの必要もない。 

音源から空気振動が受音側へ伝搬したか否かは３ｄB（エネルギーは２倍）差が確認できれば被

害判定可能であり、対応する被害が「どうもない→苦しい」と一致していれば良いのだ。 

本意見書の主張が被害対策を遷延（先延ばし）し被害者を過酷な被害現場に放置しようとするも

のとなっていることは明らかだ。自在に向きを変え、被害者宅に向かって来る重機のガイドラインは

どうやって決めるのか？ それも放置しますか？ 

また、「新しい規制基準の導入」では、 

その上で，低周波音による健康被害を防止するに足りる，新しい規制基準を早急に策定すべき

である。その際には，長期暴露して発症した者の特性を考慮するとともに，被害者宅の実態を考慮

して，被害を防止しうるような立地規制や設置基準の設定が適切になされる必要がある。このような

規制は経済活動に対する直接的な規制であるから，ガイドラインのような行政計画上の基準ではな

く，法的な基準として制定する必要がある。また，仮に基準に達していない場合においても，その

一事をもって被害を否定するのではなく，症状などを総合的に判断して低周波音被害と認められ

る場合は，救済の対象とすべきである。 

という。結構な意見だが、低周波音被害だとの判定は誰がするのか、その判定基準は如何なる

ものか、被害を防止するに足る規制は、音源を駆逐する他はない。風車や重機、コンビニやスーパ

ーマーケットが原因の被害者の救済とは如何なるものなのか、を全く考慮していない。 

加えて「まとめ」でも、 

今こそ，機械の便利さの陰で泣く低周波音被害者の声をよく聞き，低周波音問題の実相を正確
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に理解し，かつ多くの被害者にとって，低周波音被害が生存権を脅かしかねない状況になってい

るという事実を直視し，被害実態を的確に把握する調査を行うべきである。その結果を踏まえて，

「手引書」と「参照値」を撤回し，被害を十分に防止しうる新しい規制基準の策定，当面の対策をは

じめ，必要な施策をとるべきである。 

とはいうものの、これまで見てきた通り、本報告書の内容は「必要な施策を取るべき」とする看板

に偽りがある、現に風車や重機、工場が原因の低周波音被害者救済は全く考慮されておらず手付

かずである。 

1３. ロータ速度 

一般社団法人日本電機工業会（JEMA）は、IEC/TC88 設立当初より、TC88 の国内審議団体と

して風力発電の国際及び国内の標準化のための委員会を組織し、国際規格案審議への参画・貢

献、および国内規格（JIS）原案作成などを行っている。 

その中で騒音測定方法につき、2017 年 4 月 20 日に以下を決定した。 

JIS C 1400-11：2017 風力発電システムでは、これまで規定が無かった（「8.5 ロータ速度及

びピッチ角の測定」を設け、「ロータ速度は、必ず測定し報告する。ピッチ角は，測定し報告するこ

とが望ましい。これらのデータは風車制御装置から得ることができ，音響測定の時刻と同期させ，算

術平均値を算出する」と決定した。 

しかし、環境省は「風力発電施設から発生する騒音等 測定マニュアル：平成 29 年 5 月」に反映

してはいないし、NEDO は「風力発電マニュアル：2008」が最新だから反映させようもないが、「風力

発電マニュアル：20XX」にも搭載されるか否かも分からない。 

従って、風車が発するロータ速度は明示されず、空力音は記載しないで良いことになっていて、

全ての評価書や準備書・配慮書には空力音に関する記述が無いから、ないものについて記述しな

ければならないのだ。 

ロータ速度は風車の空力音を決定する。 

風車が回れば（タワーの周りをロータが回転する）、翼がタワー（塔）に交叉して空力音（空気の

流れが原因となって発生する音、一般には〝低周波音〟と表現される空気振動のこと）が生ずる。

鋏は二枚の刃が交叉する個所でその目的が達成される（物体が切れる）が翼（ロータ）が塔の周り

を回転する風車は、翼が塔に重なる位置にきたときに最高圧になり、その後解放される、ということ

が繰り返される。 
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仮にロータが 3rpm で回転すれば、翼

は一分間に 9 回、塔と交叉（6.67 秒毎）

して、その結果 0.15 ヘルツの空力音が

生ずる。同様に 6rpm では一分間に 18

回、塔と交叉（3.33 秒毎）して 0.3 ヘルツ

に空力音が生ずる。この関係を右図で

示す。 

１4．隠された空力音 

空力音は現実に起きている物理現象であって、被害現場でも確認されている。ところが環境アセ

スメントに挙げられる配慮書や考慮書等の項目では影も形もない。空力音（空気の流れが原因とな

って発生する音、一般には〝低周波音〟と表現される空気振動のこと）が隠されているのだ。 

「ロータ速度は、必ず測定し報告する。ピッチ角は，測定し報告することが望ましい。これらのデ

ータは風車制御装置から得ることができ，音響測定の時刻と同期させ，算術平均値を算出する」 

「必ず測定し報告する」とされたロータ速度は空力音と密接な関係がある。 

前表で周波数と波動の到達距離が示されている。1Hzの空気振動は1波で340m、3波で1020m、

5 波で 1700m、7 波では 2380m 到達する力を持っている。 

これまでに確認された音源からの低周波空気振動被害は 7 波（これ以上離遠すると探しきれな

い）だから、0.3Hz の空気振動は半径約 8km、015Hz の空気振動は 16km に到達すると考えられ、

一基の巨大風車は半径 16km の範囲にその悪影響が伝わると考えられる。 

巨大化した最新の三枚翼風車は、MHI ヴェスタスで 2017 年 6 月 14 日「定格 9,500kW の世界

最大出力によりさらなる発電原価の低減に貢献、洋上風力発電設備 V164-9.5MW を開発」と発表

された、V164-8.0MW の OPERATING DATA によると、Roted power 8.0MW、Cut-in wind speed 

4m/s Nomrmnal rotor speed 10.5rpm であるが、V164-9.5MW の最低ロータ回転数を 6rpm とす

ると、「表.3 枚翼風力発電用大型風車からの空気振動周波数」からは基本周波数が 0.30Hz に生

ずることになる。 

風車の空力音は 15km 届くし安全を考慮すれば半径 20km は離遠させなくてはなるまい。 

１5．捏造された感覚閾値 

低周波音問題を論ずる際には必ず「感覚閾値」なる言葉が必ず出てくる。この言葉は、「聴感の

感覚閾値」をなし崩し的に拡大解釈し ISO-7196 で規定されたものである。しかし ISO-7196 の根

拠は「聴感の感覚閾値」なる虚言に基づいている。これまでに世の東西を問わず聴感の感覚閾値
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は存在していないし、聴感の感覚閾値についての実験もない。 

〝聴感の感覚閾値〟というものは医師を排除し医学を拒絶して作成されている。 

即ち、〝骨導音による聴感の感覚閾値〟の存在を無視して、鼓膜経由の〝気導音による聴感

の感覚閾値〟を「聴感の感覚閾値」とし、更に「感覚閾値」として捏造したものだ。 

一度でも聴力検査を受診した経験がある者なら、気導音の検査の他に骨導音の検査があること

を遺漏する者はいない。 

「G 特性音圧レベルは超低周波音の感覚閾値に基づいた 20Hz 以下の音の評価加重特性であ

る」というのも虚言である。 

次表は各周波数の音圧レベルを

75dB と仮定し ISO7196 に従い音圧レ

ベルを算出したものだ。 

例えば3.15Hzでは元の音圧レベル

が 75dB なら ISO7196 の〔－20〕を加算

して ISO7196 適用後の音圧レベルは

55dB とするものだ。すると 3.15Hz 以

下の圧力及び 40Hz 以上の圧力は全

体の 5.4％となりほぼ誤差扱いである。 

即ち、ISO7196 は超低周波音を評

価することにはなっておらず、超低周

波音を評価していないことに注意が必要である。 

物事を推理する為には「 明らかに真理と認められたものだけを判断の基準とする」という

〝明瞭判明の規則〟はものの見事に打ち捨てられている。 

低周波空気振動被害に於ける、感覚閾値には医学も無ければ科学も無い。 

精神の腐敗が差別を生み育て、犯罪を生む。肉が腐れば蛆が湧き、水が腐ればボウフラが湧く

如くだ。 

これまでに同様の手口で、どれだけ多くの地域が引き裂かれ、どれほど多くのヒトが声を挙げるこ

ともなく、三途の川を渡ったことか。 

結局この被害を回避するには、住処である我が家を捨てることになって、捨てきれない被害者は

脳の反応としての、急性ストレス反応を起こし突然死するからだ。 
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なお、低周波音問題対応の手引書（平成１６年６月）には図 1 として「生活環境中で観測された

超低周波音の G 特性音圧レベル」が提示されている。低周波音被害は住宅内限定で発生するの

だが、この図 1 で示される生活環境のなかで住宅内は「住宅内」と明示される一項目だけである。 

 

１6. 加害音圧レベルと背景の音 

東京都の環境基準は、AA から C 地域まで都市計画法に定める用途地域に準拠して行うとされ、

表 4 の通りである。日中で考えても 50dB から 65dB と 15dB の差があり、夜間では 40dB から 60dB

と 20dB の差がある。 

低周波音被害は参照値などで勧奨されている、「何ヘルツで何デシベル以上なら被害が出やす

い」という単純なものではなく、「何ヘルツで何デシベル加圧されているから被害になる」という物理

的メカニズムが原因だが、測定器は〝背景の空気振動＋加害音圧レベル〟が表示されるのであり、

〝背景の空気振動〟も〝加害音圧レベル〟もハッキリは分からない。 

その為には加害音圧レベルが生じていない時の、即ち対照 Data（音源駆動が無い時の値であ

る）が必要になる。 

被害は「背景の空気振動（B）に加害音圧レベル（A）が加算されて」現実になるのに、背景の空

気振動も加害音圧レベルも不正確かなまま、もともと存在が許されている空気振動には 20dB もの
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差があっては、そのまま被害判定に利用することは出来ない。 

もう一つ、『平成 22-24 

年度 環境省 環境研究

総合推進費（戦略指定

研 究 領 域 ） 研 究 課 題

「S2-11 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」報

告書』（以下「S2-11」）で

も「a)様々な一般居住地

域における環境音 10 種

類」として、低域の空気

振動で見ると 30dB から

70dB 近くまで、40dB の

差があることも公開され

ている。 

仮に 16Hz で 10dB の

加害音圧レベルが確認

されても、被害は否定さ

れてしまう。何故なら観

測された 16Hz は背景音が 30dB とすると 10dB 加算されて計 40dB に過ぎないが、16Hz の心的参

照値は 83dB だからである。本来的に G 特性では、受音側で 80dB を超えるような地域は存在しな

い。それどころか音源側でも 80dB を超える地域は極特殊な音源近傍のみである。 
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平成 23 年 5 月に実施されたパブリックコメントの前提となっている、「S2-11」が極めて問題なのだ。 

「図 3.全国 29 の風力発電施設備周辺 164 地点における風車騒音の周波数特性の分析結果」

が中心的なデータとして位置付けられているが、この調査は、国家の意思決定に資するだけの事

実が明記されていない欠陥報告である。 

主たる巨大風車の空気振動が、ロータ回転による 5Hz 以下の周波数で発生することを隠し、風

車が回転することにより増加する音圧レベルも把握していない、被害に於ける原因現象を隠してい

る。 

環境省は、低周波音防止対策事例集（平成１４年３月）で、低周波音の発生源と発生機構につ

いて、風車起因の主たる基本周波数は数 Hz 以下になることを、従前より把握している。 

1) 平板の振動：板や膜の振動を伴うものなど（大型の振動ふるい、道路橋、溢水ダムの水流等） 

2) 気流の脈動：気体の容積変動を伴うものなど（空気圧縮機、真空ポンプ等の圧縮膨張による

容積変動） 

3) 気体の非定常励振：（大型送風機の翼の旋回失速やシステムのサージング、振動燃焼等） 

4) 空気の急激な圧縮、開放：（発破、鉄道トンネルの高速での列車突入等） 

続いて、低周波音の問題が発生する可能性のあるものとして風車が明記されており、風車はそ

の構造から「翼が塔近傍を通過する際に、空気が急激に圧縮される」のだから 4）に該当することが
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分かる。 

更に「発生源別の低周波音防止技術の概要 」には、次の記載がある。 

風車の超低周波音の発生原理は基本的には送風機のいわゆる回転音と呼ばれるものと似てい

る。大型発電用風車の場合は、羽根の枚数が少なく、回転数も小さいために正常運転でも超低周

波音を発生することがある。 

その基本周波数 f（Hz）は、翼の回転数を R（rpm）、翼枚数を Z（枚）とすると 

f（Hz）＝（RZ）/60 で与えられ、この基本周波数とその高次の周波数が卓越する。 

大型発電用風車の場合は、一般に翼枚数は 1～3 枚（3 枚が主）、回転数は 3～60（rpm）程度

であり、基本周波数は数 Hz 以下になる。 

ならば、現在の大型風車は巨大化した結果、ロータは 6～20 回転 rpm 程度だから、 

10 回転では、f（Hz）＝（10×3）/60＝0.5Hz（二次：1.0Hz、三次 1.5Hz） 

20 回転では、f（Hz）＝（20×3）/60＝1.0Hz（二次：2.0Hz、三次 3.0Hz）である。 

ところが、風力変動に依って 10 回転から 12 回転、15 回転へとロータ回転が変化すると、 

12 回転では、f（Hz）＝（12×3）/60＝0.6Hz（二次：1.2Hz、三次 1.6Hz） 

15 回転では、f（Hz）＝（15×3）/60＝0.75Hz（二次：1.5Hz、三次 2.75Hz） 

となって、1 分、3 分、5 分、10 分と計測対象時間を広げるに従い、ロータ回転数の変動は平均

（平均は小学校 5 年生の算数で習う）化され、卓越は次々と隣接の帯域へと移り、帯域としての特

異性を失ってしまう。即ち、卓越が鮮明であるなら風車起因の空気振動と言えるが、ロータ回転数

が不明か、或は低域の空気振動の大きな変化を把握されていない場合は、風車の空気振動を捉

えたとは言えない。 

また、背景音（風車が回転する前から存在していた、background noise のこと）と加害音（風車が

回転することによって発生した空気振動の、環境変化）が区別されず、合算音圧レベルでグラフ表

示されていて、加圧された加害空気振動が分からないだけでなく、低域の空気振動は僅かな風で

10dB も 20dB も変動するから、合算音圧レベルでは話にならない。 

この調査では、「風車騒音には超低周波音領域を含む低周波数の成分の聴覚・心理的影響が

問題とされている」として、1Hz～20kHz（平坦特性）の専用広帯域音圧レベル計が開発され、中心

周波数 0.8Hz（1/3 オクターブバンド）以上を対象として実施された。 

しかし、現在の風車は大型化の結果、3～6rpm とロータの回転数が低くても発電可能となってい

て、中心周波数 0.8Hz（1/3 オクターブバンド）以上を対象としたのでは、基本の周波数を捕捉でき

ない。 
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「風力発電施設から発生する騒音・低周波音の調査結果(平成 21 年度)について」においても、

ここに記したインフルエンス（加害成分）隠しが行われていて、中心周波数 0.8Hz（1/3 オクターブ

バンド）を把握しなければならいところを、NA-18A（中心周波数 1～80Hz を対象）で誤魔化され、

風力発電設備が 1500kw の豊橋と田原の空気振動は把握されていない。伊方町の記録では、 

１．計測対象時間が 8 時間のデータ集積であり、ロータ回転数は明示されていない。 

２．風車起因の加害音圧レベルが示されていない。 

３．「聴覚閾値実験」や「純音に対する聴覚閾値（ISO-389-7）」、「Moorthouse 他による限界曲

線」は、参照値同様に短時間実験且つ骨導音要素を欠き、しかも 10Hz 未満を対象としていない。 

これらの点に留意してもまだ風力発電による低周波音のインフルエンスは把握できないのだ。音

には独特の性質がある。橘氏ら理工学関係者が国家の命を受けて、隠し続けている低域の空気振

動の振る舞いには屈折、回折、干渉という不思議な物理現象がある。 

低周波音は屈折・回折や干渉という独特の厄介な変化をすることが分かっている。屈折とは、波

が伝わるときに媒質が異なることによって、経路が折れ曲がる現象のことで、二つの媒質で波の伝

わる速度が異なることによって生じる。 

空気中の音では、媒質が同じでも温度差により屈折が生じる。音の速度が温度に依存するから

だ。湿度が上昇すると、音速は速くなる。その結果として、昼と夜とで音の伝わり方が変わるのだ。

波は伝播速度の遅い側に屈折する。 

昼間は地表が暖められて、上空の気温は低い状態で、この状態では、音は上向きに曲がる。夜

になって地表の温度が下がると、音は下向きに曲がる。その結果、昼間だと伝わらないような遠くの

音が、夜になると聞こえてきたりする。 

もう一つの回折とは、障碍物を乗り越えて波が伝わる現象で、音は回折により障害物の背後に

回り込み、伝わり続ける。とりわけ波長の長い音、すなわち低い周波数の音は回折しやすいので、

壁を作って騒音を防ごうとしても、回折効果により低周波の音が聞こえてきたりする。回折効果によ

って、壁の頂点があたかも音源であるように振る舞うのだ。 

また干渉とは、複数の風車から同一の周波数の基音が生じた場合位相が重なれば音圧レベル

が倍加する一方、位相が 180 度ずれた音波が生じた場合は音圧レベルがゼロになり、その周波数

そのものが消失することは物理的・科学的事実である。 

従って、風力発電の低周波音を調査する場合は、周波数はロータの回転に応じているか、干渉

が生じていないかを見抜く必要がある。ロータが回転しているにも拘わらず特徴的な卓越が認めら

れない場合は干渉が生じている。 

因に「風力発電施設周辺地域における風車騒音の分析」は次の様に記載されている。 
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「風車が定格稼働で回転している時間帯（夜間あるいは夕方）の録音記録について、A 特性音

圧レベル（LA）、Ｃ特性音圧レベル（LC）、Ｇ特性音圧レベル（LG）および中心周波数 0.8 Hz～5 

kHz の 1/3 オクターブバンド音圧レベルを毎正時 10 分間にわたって分析し、それらの値を対象と

している時間帯全体にわたってエネルギー平均して、その時間帯の等価音圧レベルを求めた。こ

れらの各風力発電施設周辺地域における風車騒音の実測データのうち、A 特性等価音圧レベル

について風車からの距離による減衰特性を調べた。」 

即ち、この「S2-11」は国家の施策を決定する材料としては決して使用してはならない、全くデタラ

メで知性も科学も、無論正義も存在しない代物だ。 

基準は補正された A 特性音圧レベルに求められていて、その大前提が 

①閾値論であり、閾値論は 1/3 Octave Band 周波数毎に聞こえる最低の音圧レベルが決められ

ている。 

②現在の巨大風車からは必ず１ヘルツ以下に卓越（純音成分）が生じることは否定しがたい物

理的・科学的事実である。にも拘らず、その判断基準となるロータの回転数は明示されていないし、

中心周波数 0.8 Hz 未満を対象としていない。 

しかも③ロータの実回転数は捕捉していないので、風車が駆動したか否かも不明で卓越も不鮮

明である。 

加えて④風車が回転していたとしても干渉が生じているので卓越が一層不鮮明である。 

この四つの理由が刑事告発に相当する虚偽である。〝聞こえではない〟被害を〝聞こえ〟で判

断し、しかも死に至る危険な実験は人の命を弄んでいる。 

理工学関係者が作った G 特性や A 特性だけで低周波空気振動の環境影響評価をすることに

ついて、汐見医師は以下の様に述べて、その嘘を暴いている。（低周波音症候群を語る－環境省

「手引書」の迷妄－2004 年 7 月） 

１７. 汐見医師の意見 

・Ｇ特性について 

 Ｇ特性というのは１～２０ヘルツの超低周波音の人体感覚を評価するための周波数特性で、１０

ヘルツを基準（０デシベル）に取っています。ISO－7196（1995）で規定された、いわば世界的なお

墨付きという権威あるものです。可聴音における聴感補正特性であるＡ特性に相当するものである

とマニュアルでは説明されています。 

 これに多くの自治体は飛び付きました。Ｇ特性の測定だけなら極めて簡単。これからは、騒音は
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Ａ特性、低周波音はＧ特性でやる。文句あるかとなりました。 

 しかも、Ｇ特性に対する超低周波音の感覚閾値は、約１００デシベル。これでほとんど全ての低周

波音被害者は切り捨てられます。それではあんまりだと９０デシベルに負けてやっても結果は同じ。

ああ、これで清々したとなっては被害者は浮かばれません。 

 音響関係の専門家ならＧ特性など、とっくに知っていたのでしょうが、素人の私にはこんなけった

いなものがあるとは知りませんでした。勿論、測定の中心にならねばならない地方自治体の役人た

ちも、特別専門知識のある職員は例外として、Ｇ特性など知らなかったでしょう。その人たちがこの

測定の簡単なＧ特性に、しめたとばかり飛び付いたのです。測定機器の NA－18A も、Ｇ特性の測

定には特別便宜を図って作られています。 

 公害問題の中で、騒音の測定は理想的でした。よほど不器用な人でも公害用騒音計の操作は

極めて容易です。騒音測定が国を離れて早々と地方自治体の管轄になったのはそのこともあった

でしょう。 

 ところが低周波音となると、騒音・振動と共に地方自治体に委ねられても、その測定は容易では

ありません。だからこそ測定マニュアルが作られ、また新しい測定機器が開発されたのですが、そ

の結果は裏目に出たようです。 

 騒音はＡ特性を測れば一発で済む。今度は低周波音、それはＧ特性を測れば一発で済む。しか

も１００デシベル以下は切り捨て、なるほどこれは便利だと納得した自治体が出ました。今後低周波

音の測定はＧ特性で。それが１００デシベル以下なら再測定なしです。 

 その頃、被害者支援の市会議員が、その地方都市の測定記録を特って私のところにやって来ま

した。市に測定させたというデータはＧ特性だけです。これではだめだ。補正しない１／３オクター

ブ周波数分析がなければ判断できないと伝えました。さて帰ってその旨を市に伝えたら、その測定

はこれから学習してからというのです。そしてそれきりになりました。 

・高級症候群 

２０００年１０月の「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（環境庁）に呼応して、新しく低周波

音専用の測定器がリオン株式会社から供給されました。 NA-18A です。ＩＳＯ規格に定めるＧ特性

と、１／３オクターブバンド周波数分析を測定する機能を搭載し、環境庁の測定マニュアルで要求

される低周波音レベル計に必要な性能を装備したというのです。 

 Ｇ特性は有害無益な余分な機能であることはすでに述べました。それだけでなく、NA-１８A は他

にも非常に高次の機能を幾つも備えた精密な測定器です。当然高価でもあります。そこには、現

在の精密機械制作者が共通して落ち入りがちな現代の伝染病「高級症候群」の病状が顕著に現

れています。自分の能力を誇示したくて、高機能追求を抑制できなくなる病気です。 
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 被害者にとっては、ともかく自分の被害現場の測定データが欲しいのです。それには使いやすさ

ということが最大の眼目です。被害者がまず測定をお願いするのは地方自治体の職員。ほとんど

は測定に素人です。うまく測定できないどころか、初めから逃げ腰です。使いやすかった普通騒音

計の時とは大違いです。 

思うような測定データがこんなに得られないなら、自分が測定器を買ってでもという被害者も出て

きます。ところがその操作の難しさと７５万円という値段に手が出ません。 

 NA-18A は低周波音測定を普及さすために作られたのか、普及させないために作られたのか、

意図不明です。 

 「株式会社環境コミュニケーションズ」発行の「資源環境対策」２００１年９月号に、特集「低周波音

問題の最新事情－被害の実態から対策、アセスメントまで－」が掲載されました。 

 執筆者７名は、森本英香環境省環境管理局大気生活環境室長を除いて、全て低周波音関連の

学者・研究者でした。 

 ところが不思議なことがあります。特集の副題に被害という言葉が使われているのに、被害という

言葉を使った著者はまず一人もいないのです。苦情、影響、反応と表現し、被害を使いません。 

 私は被害、さらには疾患、病気、低周波音症候群と呼んでいるのと根本的に違いがあります。つ

まり、低周波音被害を重大なものとして正面から受け止めたくない、できるだけ軽視したい、という

願望が、そこに秘められているのではないかという気がするのです。 

・生理的影響は 

 その特集のトップの著者・時田保夫氏（空港環境整備協会航空環境研究センター）の文章の中

で、以下の言葉が印象に残ります。 

 「生理的影響に関する今までの調査では、短時間のばく露実験では明確ではないという結論に

なっているが、長期間のばく露でどのようになるかということは実験もないし、結論づけることは難し

いというのが現状である。これを影響がはっきり現れるまで実験しようと思うと、まさに人間の生体実

験になってしまうので、影響があった場合の回復が明確でない実験はできない。」 

 時田氏は低周波音公害研究の先駆者として、１９７６年以降の環境庁の経年の調査研究に関与

してきた方で、１９８４年１２月の環境庁の総括「一般環境中に存在するレベルの低周波空気振動

では人体に及ぼす影響を証明しうるデータは得られなかった」に対し、責任が大いにあるはずです。 

 それが１７年も経って、時効を迎えてもよい今頃になって、こんな文章はないでしょう。いや、正直

な方だと申し上げましょう。 

 低周波音被害を一旦は切り捨てた環境庁の結論とは、こんないい加減なものだったのです。 
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 そういえば証明しうるデータが得られなかっただけで、完全否定した訳ではないと言い逃れできる

文章です。さすが官僚です。でも国民は、その訴えを受ける地方自治体もろともだまされたのです。 

 以後今日なお、２０年の暗黒時代が継続中です。 

 上掲の時田氏の文章では、以下の提案が続きます。 

 「そのため国の考えとしては、環境省が統一された測定器を用いた現場調査でしっかり現場を計

測値で捉え、苦情や反応を偏りのない判断ができる資料を集め、解析して判断資料としようというも

のである。」 

 そして、ご自身の長年の経験からか、感覚閾値について重要な発言をしておられることを併記し

ておきます。 

 「閾値という意味は音波の存在がわかるということで、苦情と直接結びつく値ではない。」 

・感覚閾値 

 この「資源環境対策」の特集に、

山田伸志教授（山梨大学工学部

機械システム工学科）も参加して

おられますが、この特集の中では

なく、他の論文で以下のように述

べておられます。 

  「低周波音問題の現状と諸外

国の動向」 

「研究室では短期的な心理反応・

生理反応が主である。長期的な生

理影響の研究は研究室では出来

ないので、現場調査を蓄積し統一

的な現象を導き出すしかない。」 

「騒音制御 Jvo1.23 N0.5 P.298

（1999） 

 これは時田氏と同趣旨です。研

究室の実験では、低周波音被害

の実態を明らかにすることはでき

ない。もはや、現場に問う他ないと
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いう考えです。 

 環境庁の測定マニュアル、その測定器 NA－18A、そして有力な研究者・学者の意見。現場調査

の機運は熟しました。これで低周波音公害の実態は明らかになるのでしょうか。 

 しかし、気になるおかしなことがあります。 

 それなら“感覚閾値”は何かということです。これこそ研究室における実験値です。低周波音被害

実態については、研究室の実験が無意味なことは認めざるを得ない。しかし、同じく実験値である

感覚閾値は生かしておいて、低周波音被害実態を否定するのに使う。こんな矛盾したことが大手を

振って通用し続けているのです。 

 それを反省・否定しているのは前述の時田氏の文章だけです。 

 こうして低周波音公害は、更なる昏迷へと突き進むのです。 

・低周波音全国状況調査 

 環境庁は、地方公共団体において実施した「平成１２年度低周波音全国状況調査」の結果を集

計し解析を行って、２００２年６月、「低周波音全国状況調査結果報告書」を発表しました。 

 といっても２０００年の「測定マニュアル」と高価で使いにくい測定器 NA-18A との組み合わせでは、

地方公共団体に「ほれ、測定してご覧」という訳にはいきません。 

 まず全国の自治体から有志を募って、測定方法、測定器の使い方の講習会を間きました。次に

NA-18Aを貸与して、４３地方公共団体の参加協力を得ました。手取り足取りの指導です。そして報

告された実態調査１６６ケ所を集計しました。 

 それでうまく行きましたか？ 

 この報告書は感覚閾値の魔法に取りつかれた記録ばかりで、根本的な視点が間違っています。

でも仕方がありませんから、低周波音症候群の基本である、屋内（被害現場）で、慢性の主として連

続音という観点から、役に立ちそうなものを拾ってみました。「生活環境側、心理的・生理的苦情あ

り、屋内」という頂です。（１）Ｇ特性音圧レベル まず、せっかく「測定マニュアル」で紹介した世界

的評価のはずのＧ特性がでたらめなことがはっきりしました。 

 「観測されたＧ特性音圧レベルは超低周波音の閾値とされる１００ｄＢを下回った。 ９０ｄＢ以上の

音圧レベルは、ヘリコプター、新幹線トンネル出口で観測された。」［図５］ 

 ヘリコプターも新幹線トンネル出口も、低周波音には違いなくても、一過性、間欠的な音で、本来

の被害源である慢性、連続的な音源ではありません。こちらはほとんどは８０デシベル以下です。 

 Ｇ特性。１００デシベルなどというのは架空の世界の数値です。世界的な権威を笠に着たはずの
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数値が全く間違っていることがはっきりしたのがなによりの収穫でした。 

（２）周波数分析結果 周波数分析結果については、ゴタゴタ書いているだけで、なんのことか分か

りません。結局「苦情の原因究明のためには、さらに詳細な調査が必要である」でチョン。 

 眼目である低周波音被害については自ら落第宣言です。 

 NA-18Ａを製作したリオン社の若林友晴氏、富田真一氏は、こう記述しておられます。 

「低周波音とその測定器」 

 「Ｇ特性音圧レベルは超低周波音を対象とする評価量であるため、低周波音全体を評価するた

めには１Ｈｚ～８０Ｈ ｚの１／３オクターブバンド分析を同時に行うことが不可欠である。」「環境と測

定技術 JN0.4 vo1.29 P.76（2002）社団法人・日本環境測定分析協会 

 分かっているなら、初めからＧ特性などやめて欲しかった。 

１８. Ｇ特性の音源での実測値 

特定非営利活動法人低周波空気振動被害者の会では低周波音症候群被害者の会の時代の

2015.9.29 に、典型的な低周波音源である空気圧縮機（コンプレッサー）の近傍で低周波空気振動

を調査している。また、2015.7.28 には通行量が 30000～40000 台／日の幹線道路脇でも低周波空

気振動を調査した。その結果を以下に示す。 
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空気圧縮機 3 台を対象とした計測結果、SPL (Sound pressure level)／分は 84.2～86.1dB であ

り、幹線道路脇での計測結果（移動中を除く）は SPL／分は 72.3～82.2dB、74.5～80.1dB であっ

た。Ｇ特性の表記は G_LEVEL の項である。 

即ち、G 特性の参照値は 92dB だから、3 台の空気圧縮機や幹線道路の側溝を枕にしても被害

は否定されることになる。 
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以上 


