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「ときどき雪国」から「ところにより雪国」となっても
日本雪氷学会北信越支部副支部長

富山大学

杉浦 幸之助

気象庁では，大雨や暴風などによって発生する災害の防止・軽減のために，気象注意報や
警報，特別警報を発表しています．注意報は大雨，洪水，大雪，強風，風雪，波浪，高潮，
雷，濃霧，乾燥，なだれ，着氷，着雪，融雪，霜，低温の 16 種類，警報は大雨，洪水，大雪，
暴風，暴風雪，波浪，高潮の 7 種類，特別警報は大雨，大雪，暴風，暴風雪，波浪，高潮の
6 種類に分かれています．この中で，雪氷に関係するものはどれくらいあるか数えてみると，
警報と特別警報はそれぞれ 2 種類ですが，注意報は 9 種類にもおよび，全体の半分近くを占
めていました．雪氷に起因する災害に多くの注意が払われていることがわかります．全国を
対象に注意報と警報，特別警報をあわせた発表回数を調べてみますと，一番多いのは雷注意
報でした．個人的には意外でしたが，確かに北信越では初冬に雷が鳴り響き，鰤おこしとい
う言葉もあります．また雷は雪国ではない地域でも広く発生し，太平洋側では特に夏に多く
発生します．雪や氷が関係する自然現象は雪国だけのものではなく，全国至る所で，また一
年を通じて発生していることになります．このことから，雪国でない非雪国に住んでいる場
合でも，雪氷に関する知識や知恵を身につけておくことは大変重要なことだと改めて認識し
た次第です．
雪がたくさん降る地方に対して，
「ときどき雪国」という言葉を使うことがあります．1970
年代に樋口敬二先生が初めて使用された言葉です（樋口，2004：ときどき雪国－回顧と問題
提起－．日本雪氷学会全国大会講演予稿集，https://doi.org/10.14850/jssi.2004.0.186.0）．私の住
む富山市も，近年は冬の積雪が 30 日以上継続しないことがときどきあります（ここ 2 冬期
は大雪でしたが）．気象庁は，将来，北信越では最深積雪が有意に減少し，積雪期間も短くな
ると予測しています．富山も，
「ときどき雪国」から，やがて「ところにより雪国」へと移り
変わろうとしています．
北信越は，北アルプスといった日本屈指の山岳域を有しています．ここには氷河があり，
永久凍土があります．雪が降り積もり，雪崩や吹雪が発生し，樹木への着氷や着雪がみられ，
春には融雪していきます．雪粒を手に取ってみると，9 種類の雪質すべてを見つけ出すこと
ができます．残念ながら海氷をみることはできませんが，山岳の湖沼では結氷をみることが
できます．このように北信越では，典型的な雪氷現象のほとんどが生じていることになりま
す．将来，さらに全国的に雪が減るとしても，3,000m 級の山々が連なる北信越の山岳域では，
依然として雪氷現象が絶えず発生すると思われます．北信越が「雪氷現象の宝庫」であるこ
とは，これからも変わらないのではないでしょうか．今も昔も，北信越は雪氷研究者が心を
寄せる地であり，北信越支部は教育研究の発展を醸成する特徴ある支部だと思います．
太平洋側に位置する非雪国の大都市圏からみると，北信越は身近な雪国です．冬には北信
越支部が主催する講演会などに他支部からの参加者がありますし，また，北アルプスでの雪
氷を対象に他支部からの野外教育研究活動も行われています．北信越は，広大な雪氷実験場
としても活用されているので，今後北信越は，雪氷教育研究の観点からもますます重要な地
域となると思います．北信越の良さを十分に引き出せるよう，私も河島支部長，支部会員の
皆さまのご指導をいただきながら，副支部長の役目を果たして参りたいと思っております．
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2022 年度日本雪氷学会北信越支部賞受賞者と授賞理由
2022 年 4 月 3 日から 18 日までの間，メール審議とリモート会議システム（Zoom）によ
る審議を併用し，2022 年度北信越支部賞受賞候補者選定委員会（上石勲（委員長），飯田
肇，石坂雅昭，上村靖司，オブザーバ：河島克久（支部長））が開催された．推薦された支
部賞候補者から，推薦書ならびに参考資料に基づいて慎重に審議した結果，3 件が受賞候
補に選定された．その後，5 月 13 日から 19 日の 2022 年度第 1 回北信越支部理事・幹事合
同会議（文書審議）で承認された．2022 年度日本雪氷学会北信越支部賞受賞者と授賞理由
は以下のとおりである．
大沼賞：伊藤陽一会員（国立研究開発法人防災科学技術研究所雪氷防災研究センター
主幹研究員）
件

名：雪崩の内部構造とダイナミクス解明に関する研究への貢献

理

由：伊藤陽一氏は，学生時代（1995 年）から雪崩を研究対象とし，北海道大学演習林

の自然斜面を用いた雪崩実験を実施するかたわら，黒部峡谷での雪崩観測やスキージャン
プ台でのピンポン球なだれ実験などにも積極的に参画し，それらの成果をまとめて学位論
文として発表した

1)～5)

．その後 2013 年から約 2 年にわたりグルノーブルのフランス国立

環境・農学技術研究所に滞在し，同研究所が実施する人工雪崩実験に参加し，結果の解析
などに従事，成果を掲載した論文は雪崩の内部構造，特に雪煙部の理解に大きく貢献した
6), 7)

．近年は，科研費で実施されている一連のニセコでの人工雪崩実験に参加し，計画の立

案から実施，そして取得データの解析に至るすべてのプロセスで中心的な役割を果たして
いる．測定手法や観測機器も黒部峡谷等で行われた内容に加えて，ドローンの導入，地震
計，インフラサウンドマイクロフォンや放射温度計の活用，さらには小型の加速度計を雪
崩とともに流下させるなど，画期的で多岐にわたり，そこで得られた成果は日本で数多く
発生する比較的小規模な雪崩の内部構造や運動プロセスの理解に大きく貢献している

8)

．

またこれと併行して雪や粒状体を用いた室内実験をさまざまな条件のもとで実施し，デー
タの詳細な解析から得られた知見は，雪崩の運動モデルに含まれる各種パラメーターの決
定に役立っている 9)．
同氏は，これらの実験・観測に加えて，冬季に国内で発生した雪崩調査にも積極的に参
加し，その発生原因を究明するとともに，得られた知見を講師を務める新潟県や雪氷学会
の雪崩研修会等で活かしている．
なお同氏の研究対象は，雪崩にとどまらず，混相流として雪崩と共通する吹雪，さらに
は積雪構造などにも及び，それらの分野での貢献も特筆される 10), 11)．
このように，伊藤氏は長年にわたり雪崩の観測及び実験に携わり，多角的で斬新な手法
等も導入しながら複雑で多様な雪崩の内部構造とダイナミズム解明に取り組み，多くの知
見を発出し雪氷学及び雪崩防災に貢献している．以上のことから，大沼賞に相応しい．
主要参考文献
1)

K. Nishimura and Y. Ito, Velocity distribution in Snow Avalanches. Journal of Geophysical
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Research, 102(B12), 27,297-27,303, 1997.
2)

K. Nishimura, Y. Nohguchi, Y. Ito, K. Kosugi and K. Izumi, Snow avalanche experiments at ski
jump. Proc. International Conference of "Avalanches and Related Subjects, Kirovsk, Russia,
1996", 49-59, 1997.

3)

K. Nishimura, Y. Nohguchi, Y. Ito and J. McElwaine, Size segregation in the granular flow on
inclined chute and plane -Experiments and numerical simulation. Proc. IUTAM symposium on
Segregation in Granular Flows, New Jersey, 1999.

4)

S. Keller, Y. Ito and K. Nishimura, Measurements of the velocity distribution in ping-pong ball
avalanches. Annals of Glaciology, 26, 259-264, 1998.

5)

伊藤陽一, 西村浩一, 阿部修, 小杉健二, 和泉 薫, 雪煙を伴う雪の流れの内部構造.
雪氷, 64, 523-532, 2002.

6)

E. Thibert, H. Bellot, F. Ravanat, F. Ousse, K. Nishimura, Y. Ito and others, The full-scale
avalanche test-site at Lautaret Pass (French Alps). Cold Regions Science and Technology, 115,
30-41, 2015.

7)

Y. Ito, F. Naaim-Bouvet, K. Nishimura, H. Bellot, E. Thibert, X. Ravant and F. Fontaine,
Measurement of snow particle size and velocity in avalanche powder clouds. Journal of
Glaciology, 63, 249-257, doi:10.1017/jpg.2016.130, 2017.

8)

K. Nishimura, C. Pérez-Guillén, Y. Ito, S. Yamaguchi, S. Saito, D. Issler and J-T. Fischer,
Studies on the snow avalanche dynamics by the full-scale experiments in Niseko Japan. Proc.
International Snow Science Workshop 2018, Innsbruck, Austria, 50-53, 2018.

9)

森啓輔, 伊藤陽一, 西村浩一, Abani Patra, 連続体モデル TITAN2D を用いた雪崩の運動
のシミュレーション I －室内実験との比較検討－. 雪氷, 80, 277-287, 2018.

10) C. J. Keylock, K. Nishimura, M. Nemoto and Y. Ito, The flow structure in the wake of a fractal
fence and the absence of an“inertial regime”. Environmental Fluid Mechanics, 12, 227-250,
doi:10.1007/s10652-011-9233-0, 2012.
11) K. Nishimura, C. Yokoyama, Y. Ito, M. Nemoto, F. Naaim-Bouvet, H. Bellot and K. Fujita,
Snow particle speeds in drifting snow. Journal of Geophysical Research, Atmos., 119,
doi:10.1002/2014JD021686, 2014.

雪氷奨励賞：勝山祐太会員（国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所十日町
試験地

任期付研究員）

件

名：地球温暖化が積雪に及ぼす影響評価および固体降水粒子の観測研究

理

由：勝山祐太氏は，北海道大学在学中から地球温暖化が積雪に及ぼす影響のシミ

ュレーションと固体降水粒子の観測・解析システムの開発という異なる研究に並行して取
り組み，その双方で顕著な成果を挙げてきた．
勝山氏は，地球温暖化により気候が変化すると，積雪量のみならず雪質など積雪層の物
理特性も変化すること

1)

ュレーションで示した

2)

© 2022（公社）日本雪氷学会
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に，気候モデルから得た北海道全域の気象データを入力し，広域の積雪推定に適用できる
ことを実測データと比較して確かめた

2)

．広域を対象とする場合，積雪変質モデルの計算

に膨大な時間がかかるが，計算方法を工夫することでこの問題も克服した．こうして地球
温暖化が積雪に及ぼす影響を北海道全域について予測することに成功し

2)

，研究成果は

IPCC の報告書にも引用された 1)．
同氏はまた，固体降水粒子を連続撮影して粒径と落下速度の分布を観測する装置（ボリ
ュームスキャン型のディスドロメーター）をカメラや最新の通信制御機器を組み合わせて
独力で製作し，観測データの解析ソフトウェアまで自ら開発した

3)

．これを用いて，広く

普及しているフラックススキャン型ディスドロメーター（2DVD）と比較観測し，２DVD
で生じる観測誤差の要因を明らかにするとともに，ボリュームスキャン型では落下速度の
観測値が改善されることを示した．さらに，粒径－落下速度分布を最適な混合確率分布で
表す画期的な解析手法を示し 4)，今後の研究発展につながる成果を挙げた．2020 年からは，
森林総合研究所の研究員として，日本の積雪地域における雪崩発生リスクに対する地球温
暖化の影響を予測する新たな研究に取り組んでいる 5)．
以上のように，勝山氏は数値モデルのシミュレーション，観測機器や解析ソフトウェア
の開発，野外観測において多才な能力を発揮してきており，今後さらに新たな手法で雪氷
学研究を発展させることを大いに期待できることから，雪氷奨励賞に相応しい．
主要参考文献
1)

Katsuyama Y, Inatsu M, Nakamura K and Matoba S (2017) Global warming response of
snowpack at mountain range in northern Japan estimated using multiple dynamically
downscaled data. Cold Reg. Sci. Technol. 136, 62-71. (doi: 10.1016/j.coldregions.2017.01.006)

2)

Katsuyama Y, Inatsu M and Shirakawa T (2020) Response of snowpack to +2°C global warming
in Hokkaido, Japan. J. Glaciol. 66(255), 83-96. (doi: 10.1017/jog.2019.85)

3)

Katsuyama Y and Inatsu M (2020) Fitting precipitation particle size-velocity data to mixed joint
probability density function with an expectation maximization algorithm. J. Atmos. Oceanic
Technol., 37, 911-925. (doi: 10.1175/JTECH-D-19-0150.1)

4)

Katsuyama Y and Inatsu M (2021) Advantage of volume scanning video disdrometer in solidprecipitation observation. SOLA, 17, 35-40. (doi: 10.2151/sola.2021-006)

5)

Katsuyama Y, Katsushima T and Takeuchi Y (2022) Estimation of natural dry snow avalanche
potential in a global warming climate over northern Japan using large ensemble climate
simulations. J. Glaciol. in rivision.

雪氷功労賞：佐藤和秀会員（長岡工業高等専門学校

名誉教授）

件

名：長年にわたる雪氷研究と支部活動への貢献

理

由：佐藤和秀氏は，1987 年から長岡市を拠点として降水・積雪中の化学成分の継

続観測を行うとともに，新潟県中越地域の積雪中の化学物質の挙動に関する調査研究を実
施してきた．その結果，夏期の一時期を除き年間を通して降水は酸性であること，特に冬
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期は酸性度が高くイオン濃度も高いこと，北陸平野部では冬期全体を通して Acid Shock が
北欧などに比べて起こりにくいことなどを明らかにした．その一方で，佐藤氏は，南極観
測隊（越冬）に 2 回参加するとともに，1970 年代から，南極氷床・東クイーンモードラン
ド地域における表層積雪の 10 m 深雪温，積雪量，積雪の酸素同位体組成の広域分布および
経年変動などの研究を進め，南極氷床の気候－雪氷システムについて新しい知見をもたら
す卓越した研究成果をあげている．これらの研究成果により佐藤氏は 2001 年度日本雪氷
学会学術賞，2007 年度日本雪氷学会北信越支部大沼賞を受賞している．
支部活動の面では，支部幹事（1988～1994 年度），支部理事（1995～2010 年度），支部監
事（2011～2014 年度），支部評議員（2015～現在）を務めており，北信越支部創立時から今
日に至るまで長年にわたって支部の円滑な運営と発展に貢献した．
さらに，長岡工業高等専門学校において長年教鞭を執り，雪氷関係分野へ進む学生の育
成にも大きく貢献してきた．
以上のように，佐藤和秀氏の雪氷学への学術的貢献及び北信越支部活動に果たした貢献
は多大なものであり，雪氷功労賞に相応しい．
主要参考文献
1)

Satow, K., 1985: Variability of surface mass balance in the Mizuho plateau, Antarctica. Mem.
Natl. Inst. Polar Res., Spec. Issue, 39, 132-140.

2)

Satow, K. and Watanabe, O., 1990: Net accumulation and oxygen isotope composition of snow
on Mizuho Plateau, Antarctica. Ann. Glaciol., 6, 300-302.

3)

Satow, K. and Watanabe, O., 1992: Distribution of mean δ18O values of surface snow layers and
their dependence on air temperature in Enderby Land-East Queen Maud Land, Antarctica. Polar
Meteorology and Glaciology, 5, 120-127.

4)

Satow, K., Watanabe, O., Shoji, H. and Motoyama, H., 1999: The relationship among
accumulation rate, stable isotope ratio and surface temperature on the plateau of East Dronning
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大沼賞を受賞して
防災科学技術研究所雪氷防災研究センター

伊藤 陽一

大沼さんに初めてお会いしたのは，まだ修士課程の学生の頃（1995-96 年），長岡の防災
科研を訪問したついでに雪形関係の集会に参加し，その後の宴会にも誘われたときだった
と思います．そのときは恥ずかしながら大沼さんの功績をまったく知らない若輩者でした
が，
「私は雪氷学会のシーラカンスです・・・」と自己紹介されながら話しかけていただい
たことを今でも覚えています．その後，積雪観測でよく使っていた神室型スノーサンプラ
の開発者でいらっしゃることなどを知り，その業績だけでなく何も知らない学生にも気さ
くに接していただいた様子など，あらためて敬服いたしました．まだまだ至らない点が多
い私がお名前のついた賞をいただくのは早い気もしますが，賞に恥じないように今後も努
力していきたいと思います．
私は大沼さんと違い登山やスキーなど初心者の状態で雪氷学の世界に入りましたが，北
大低温研での指導教員の西村さんをはじめ，いろいろな方々から観測や実験技術だけでな
く雪山での生活やスキーの滑り方まで教えていただきました．修士に入ったばかりの 5 月
に山スキーで行ったヒサゴ沼雪渓調査，大原鉄工所の雪上車で往復した問寒別の雪崩観測
小屋，黒部の山奥でたった 1 人で過ごした雪崩観測，スキージャンプ台に最大 55 万個の
ピンポン球を流した模擬なだれ実験，フランスでの人工雪崩実験や吹雪観測など，とても
1 人だけではできないことばかりで，いろいろな方からサポートされながら研究を続ける
ことができました．これらの貴重な経験が今回の受賞につながったと思われ，ご協力いた
だいた方々にあらためて感謝申し上げます．ただし，札幌から問寒別への道中，国稀で知
られる増毛の酒蔵に寄った際，大吟醸など何種類もの酒を学生だけでさんざん試飲しその
後の車中で運転手の西村さん以外眠りこけてしまうなど，ご迷惑をかけてしまったことも
多々ありましたので，お詫びも申し上げます．
長らく雪氷の観測をしていても，まだわからないことが多くあります．2022 年 2 月に糸
魚川市で発生した雪崩災害の現場では，雪崩の本流から細い支流が枝分かれした後，円弧
状に屈曲して本流と再度合流するような不思議な流動の痕跡が残っていました．まだまだ
雪崩の運動には不明な点が多く，今後も観測や実験を続ける必要があることを痛感してい
ます．
また，最近はニセコアンヌプリ周辺で吹きだまりやそれに起因する雪崩の観測を行って
いますが，ただ単に自然現象を観測するだけでなく，スキー場関係者など現場の方々との
交流を通じて研究成果をスキー場の安全管理などに生かすことが重要だと感じるようにな
りました．自然も人間もなかなか思いどおりには行かないことが多いですが，引き続きい
ろいろな方のご協力を得ながら観測・実験を続けていきたいと思います．
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雪氷奨励賞を受賞して
森林総合研究所十日町試験地

勝山 祐太

このたびは，日本雪氷学会北信越支部「雪氷奨励賞」をいただきまして，誠にありがと
うございます．選考委員の方々や研究にご協力いただいた多くの方々に深く感謝いたしま
す．
今回受賞対象となった「地球温暖化が積雪に及ぼす影響評価および固体降水粒子の観測
研究」は，私が北海道大学大学院理学院の海洋気候物理学研究室（修士課程）と気象学研
究室（博士課程），および，現在の所属する森林総合研究所十日町試験地に在籍中に行われ
た研究です．これらには，私のこれまでの研究生活で行ってきた一連の研究のほとんどす
べてを含みます．研究内容は，気候モデルと積雪変質モデルを用いた数値実験的なものか
ら，気象観測装置の開発やその観測データを解析するための手法開発といった観測的研究
まで多岐にわたります．
地球温暖化が積雪に及ぼす影響評価に関する研究では，気候モデルによる大規模な数値
実験の結果を用いて積雪変質モデル SNOWPACK の緻密な積雪計算を広範囲で行うという
ことをしました．このような数値実験を行うにあたり，1 地点での計算を想定して開発さ
れた SNOWPACK モデルは，そのままでは大規模な数値実験に耐えられるような高速計算
性を持ち合わせていないということが問題となります．そこで，まずは並列化の容易なマ
ルチスレッド方式による SNOWPACK モデルの並列化を行い，北海道の広範囲で積雪の温
暖化影響評価を行いました．この温暖化影響評価の一部は，気候変動に関する政府間パネ
ルの特別報告書にも引用され，広く評価していただけました．現在では，SNOWPACK モ
デルをスーパーコンピューターでも効率的に実行可能なものとするために，Message
Passing Interface を使った並列化を行い，より大規模な数値実験に SNOWPACK モデルを利
用できるように改良しています．
積雪モデルを使った研究と並行して，固体降水粒子の観測的研究も行ってきました．こ
の研究では，降雪粒子の粒径・落下速度を自動計測する気象測器（ディスドロメーター）
を作成しました．現在，一般に普及しているディスドロメーターは，レーザーシートを通
過する粒子をカウントするもので，直接観測しているものは粒子のフラックスです（フラ
ックススキャン型）．一方で，私の作成したディスドロメーターは，ビデオカメラで撮像さ
れた空中に存在する粒子の個数をカウントしており，単位体積あたりの粒子数を直接観測
するものです（ボリュームスキャン型）．この直接観測しているものの違いに起因して，気
象学で一般的な粒径分布を求める際には，ボリュームスキャン型の方が有利であることを
理論的な観点と観測データの双方から明らかにしました．
また，ディスドロメーターを使った観測データの解析手法についても未だ課題山積です．
特に，降雪を対象とすると，複数種類の雪粒子が様々な粒径・落下速度をもって落下して
くることが頻繁にあります．しかし，現行の解析手法では，一種類の降雪粒子のみが観測
された場合にのみ適用可能というもので，観測データの解析を今後進めていくにあたり大
きな障害となります．そこで，粒径・落下速度分布を混合確率密度関数で表すというこれ
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までにないアイデアを導入しました．導入した確率密度関数は，粒径分布としてガンマ分
布を，落下速度分布としてガウス分布を用いて，それらの同時確率分布を混合要素とする
混合確率密度関数としました．この混合確率密度関数を実際の観測データと合うようにパ
ラメータ推定を行うことで，複数種の降雪粒子が同時に観測されたデータであっても解析
を行うことが可能となりました．
以上のような成果をこれまで得ることができていますが，いずれの研究についてもまだ
まだ発展途上のものばかりです．やらなければならない課題は山積みであり，これまでの
研究を今後も発展させていくつもりです．また，私のこれまでの研究はその範囲が非常に
広いということが大きな特徴ではないかと思います．このような広範な研究で培った経験
を活かし，今後も様々な課題に取り組んでいきたいと思います．
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雪氷功労賞を受賞して
長岡工業高等専門学校 名誉教授

佐藤 和秀

「佐藤さんの（こうろうしょう）の（ろう）は（老）ですから」と河島支部長から言わ
れ，妙に納得した．
コロナ禍もあり学会の発表会にもご無沙汰し，学会関係のメールはチラチラ目を通すく
らいだった．5 月半ばすぎ，支部賞が 3 氏に決まったと支部からのメールを見るも，苗字
だけの佐藤なのでどこの佐藤さんだろうくらいに思っていた．私には関係ないと思ってい
たので，河島支部長から電話がきて驚いた次第．支部に功労した思いはさらさらなく，私
以上の支部貢献をされた方は沢山おられる．辞退するつもりだったが，
（老）と言われ，い
ただくことにした．
いろいろな世界を知りたくて「何でも見てやろう」
（小田実著）精神で過ごしてきた．氷
河・氷河期が知りたかった．関西では，雪の研究はできないと思っていたら，ヒマラヤ観
測が始まった．関西で 12 年間も過ごす．最後は新潟の雪もやりたいが，世界中の雪を見な
ければと考えた．
幸い，第 15 次南極観測越冬隊に参加することができた．化学分析に採取を依頼された 1
個の雪サンプルは 1 m3 の量，雪上車の通り道から風上に 30-50 m 入り，息を止めてサンプ
ルして欲しいと言うものであった．それが現在では，10 cm3 の量でも何種類もの化学成分
が抽出できる．2 回の南極観測越冬隊では数えきれないくらいのピットを掘り，断面観測，
積雪サンプリングを行った．その後，ヒマラヤの氷河観測にも参加したが，物理解析にも
化学を取り入れる時代を感じていた．
その頃，雪の酸素同位体比と温度の関係から，南極氷床の温度分布の観測調査が始まっ
ていた．参加した 15 次隊，22 次隊でも精力的に広域の積雪サンプルを採取した．これら
をまとめて，南極氷床・東クイーンモードランド地域の平均気温分布，そして積雪量と酸
素同位体比との関係から，雪氷コアから過去の積雪量の変動も推定できることを提案でき
たことは幸いであった．
積雪を理解するためには積雪の変態が重要だと研究を始めたが，変態モデルの数学は難
しかった．そして，南極の雪と日本の雪の酸素同位体比の大きな差を利用して，実験室で
温度勾配による積雪の変態実験を思い立った．定量的まで詳しくできなかったが，定性的
な変態説明ができた．
ヒマラヤでは，氷河の涵養，消耗の観測やいろいろな大小の氷河の比較観測を行った．
南極氷床との大きな違いを身をもって感じる．氷河のすぐ近くに人間の生活が営まれてい
た．まさに氷河時代に生きている人間社会を実感することができた．標準氷河として観測
を行った氷河はその後も観測が続けられ，ゴア前副大統領のドキュメンタリー映画『不都
合な真実』で地球温暖化の例として引用される．
1977 年に長岡高専に赴任して，雪国の教育研究施設として低温室を設置できたことは大
きな出来事だった．卒業研究も雪が中心になり，積雪の圧縮実験，積雪の変態実験，屋根
材の滑り摩擦係数測定実験，混気ジェットポンプによる雪輸送実験などを行う．東京ドー
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ムと同じ膜構造施設が雪国でも建設され始め，大手の建設会社の依頼で，いろいろな形の
膜構造屋根と雪の積もり方などの観測を行った．
酸性雨が問題になる頃，日本海側の観測が少ないことから，長岡の冬季の雪の化学分析
を始める．かなりの酸性雪に驚いた．継続的に卒業研究で行うことにした．北陸・東北の
雨，雪の情報を求め，隣県まで学生とサンプリングに出かけた．日本の風上にあたる中国
まで足を伸ばすこともできた．今でも，驚いたことがある．ある県の酸性雨の資料提供を
お願いしたところ，断られたことがあった．丸秘資料とのことである．丸秘資料について，
以下のことも今では思い出である．
1986 年，新潟県能生町にある権現岳（標高 1,104 m）の頂上直下 850 m 付近から発生し
た雪崩が，ふもとにある柵口地区を襲い，13 人が死亡した．直ちに駆けつけ，雪崩跡でピ
ットによる断面観測を行った．全国から関連の多くの組織の人が来てピットを掘り始めた．
すぐ近くで知り合いの Y さんがいたので，あまりに近いので，お互いに後でデータ交換を
約束して，少し離れた所で観測を行った．後に Y さんの研究所に行って驚く．Y さんの雪
崩データシートに赤い丸秘の印が押してある．と言うわけで，交換できないと Y さんは申
し訳なさそうに言われた．
もう一つの話．長岡高専と姉妹校になった中国黒竜江省ハルビンにある黒竜江水利専科
学校との共同研究で 10 冬季ほど，黒竜江省をジープで雪氷災害の調査観測と雪氷サンプ
リングに飛び回った．行く先々の気象データの提供をお願いし，最初はなんでも手に入っ
たが，後年になると，数字と文字の 1 文字毎に 1 元を要求され，びっくりした．最後は拒
否される．専科学校の先生もどうしょうもなかった．確かに，費用がかかるのはわかるが，
気象データは国の丸秘資料という認識があったのだった．
送電線が雪で倒壊した時のデータを求めた時も拒否された．これは当該会社の管理面が
問題となるためだろうか．こちらは純粋に積雪との科学的解明を求めているのだが．
高専教育は 6・3・3・4 制の学校教育からもユニークである．大学などと比べ，1 教官の
授業時間は多く，研究時間は少ない．研究費も少ない．しかし，大学と同等の研究を要求
される．赴任した頃，悩んで，ある大学にいる方にぶちまけた．そうしたら，自分は教授
の言われる研究しかできない．それで夏休みに妻子を実家に帰らせ，その時，好きな研究
をやっている．高専だって，午後 5 時以降は自由でしょう，と．そして，大学で 1 年でや
る研究は，高専では 2-5 年かけてやろう．また，高専でしかできないテーマを考えよう．
と居直った．雪渓の観測，越後平野の積雪分布観測，酸性降水の通年観測などを行った．
1 年間少ししかない卒研学生の研究に，かなり無理強いを要求したこともあったが，よく
耐えてくれた学生が多かった．
数ページの予算計画案で数千万円の予算が取れたという N さんに高専の実情を話した
ら，こちらはお金があっても人が足りない．人件費は年間一人数百万円にもなる．学生が
沢山いるのは羨ましいと逆に言われる．
高専にきた最初の頃は，学会には高速バスで参加を試みたが，何も発表しない学会参加
は辛かった．その後，若手向けの 50 万円の文部省科研費が通り，徐々に正循環のように，
科研費ももらえるようになり，研究が少しはできるようになった．
水試料の化学分析できる高価なイオンクロマトも購入できた．しかし，定年退職間近で
少し遅過ぎた．低温室に保管していた南極，アラスカ，中国黒竜江省などの大量の雪サン
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プルのポリビンは大半を破棄することになる．凍傷になりながらサンプリングした観測当
時を思い出し，辛いものがあった．
長岡に赴任する前後，雪関係で新潟県には（敬称省略）中村勉・木村忠二（雪害研），中
俣三郎・津端一郎（新潟大），大沼匡之（北陸農試），丸山久一（国鉄），高橋喜平・渡辺成
雄（林業試験場十日町試験地），土屋雷蔵（北陸建設弘済会），阿部勉（関越ロードメンテ
ナンス），荘田幹夫（鉄道技研）の現役や，退職された錚々たる方達がおられた．時々の雪
氷に関する会合があり，これらの方のありし日の光景を思い出す．その後，長岡技大がで
き，梅村晃由氏，早川典生氏が参加される．また新潟大の中俣三郎氏のあと，小林俊一氏
が，十日町試験地には遠藤八十一氏が赴任される．
1987 年 9 月に北信越支部が設立され，学会として活動が始まった．1988 年の 2 月には
「積雪観測法」の講習会が長岡高専で行われた．その後，山古志や雪害研（雪氷防災研）
などで行われるようになる．
「老」にこじつけて，だいぶ昔話の駄文が続いてしまった．老婆心ながら，若い人に蛇
足を一言．
●研究テーマは，過去の文献に沢山見つけることができる．観測機材や計測器の進化で以
前には測定できなかったデータを観測できるようになったテーマも多い．
●他分野の研究も非常に参考になる．例えば解析手法など，雪氷関係に応用すると新たな
展開もできることがある．
●同じテーマでも，雪氷を含む地球科学は時間変化も重要で，その時のその場所でしか得
られない観測値を記録することも大切である．昔行われた観測を現在行うとまた新しい知
見に繋がることもある．
●研究発表会や，各種会合に積極的に参加する．生身のコミュニュケーションから研究の
みでなく，多くのヒントが得られる．
南極始め，多くの雪を見てきたが，日本の雪，とりわけ長岡など本州の平地の雪が一番
むずかしい厄介な雪であることがわかる．当たり前だが，鉄で言えば，真っ赤な溶鉱炉の
鉄と同じ，融点の状態にある．その融点状態の物理変数を見極めて，いろいろな観測実験
をやるのだから，変数に幅があれば，結果も大きな幅を持ってしまう．これもよく言われ
ることだが，ミクロの目とマクロの目で現象を見ることが肝要となるのだろう．
これまで一人で行ってきたような文章になってしまったが，大学時代の指導教官の中島
暢太郎先生はじめ，多くの先達，同輩，後輩の方々，調査観測地で出会った人達，そして
家族等の温かい励ましと支援のもと，元気をいただき今日まで実に多くのことを経験させ
ていただいたことを痛感する．名前を述べてお礼を申し上げたいところだが，数ページに
もなりそうなので伏して，心から感謝したいと思います．
功労賞の推薦申請をしていただいた方，選考委員の皆様に御礼申し上げます．
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公益社団法人日本雪氷学会北信越支部賞受賞者
1993 年度
1994 年度
1995 年度

雪氷技術賞：田村
大

沼

賞：五十嵐

大

沼

賞：大関

1998 年度

1999 年度

雪氷技術賞：村本

健一郎，椎名

沼

賞：須藤

伊佐夫，遠藤

雪氷功労賞：高瀬

信忠

大

拓夫，小林

沼

賞：北原

雪氷功労賞：古川

征夫

大

薫，納口

沼

賞：和泉

2003 年度

2004 年度
2005 年度
2006 年度

恭明
哲

雪氷技術賞：対馬

勝年，木内

敏裕

大

克久

賞：河島

雪氷功労賞：和田

惇，国際雪形研究会

大

誠，清水

沼

賞：町田

増治郎，上村

靖司

璋一

雪氷技術賞：福井県雪対策・建設技術研究所雪対策研究グループ（代表：杉森
大

2002 年度

俊市

治郎，鈴木

沼

守）

徹

雪氷功労賞：遠藤

義，研究推進者：宮本

2001 年度

徹，
（株）インテック，ソーラーシステム（株）

喜久雄）
，農事組合法人グリーンファーム（代表：橘

雪氷功労賞：新宮
2000 年度

義男，新潟県中山間地農業技術センター気象観測チーム
勉

大

1997 年度

高志

雪氷功労賞：阿部
（代表：湯本

1996 年度

盛彰

沼

賞：石坂

重信他）

雅昭

雪氷功労賞：中村

勉，梅村

雪氷技術賞：石丸

民之永

大

勲，立山積雪研究会（代表：川田

沼

賞：上石

晃由

雪氷功労賞：小林

詢，神田

健三

大

巌，佐藤

国雄

沼

賞：竹井

雪氷功労賞：河田

脩二，山田

雪氷技術賞：山田

忠幸

大

宏太郎

沼

賞：横山

雪氷功労賞：早川

典生

大

俊郎，中井

沼

賞：熊倉

穣

雪氷功労賞：小林

俊一

大

賞：小南

靖弘

雪氷功労賞：前田

博司

雪氷技術賞：松田

正宏

大

由香里，松井

専人

沼

沼

賞：竹内

雪氷功労賞：遠藤
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正
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2007 年度

2008 年度

2009 年度

雪氷技術賞：貴堂

靖昭，村井

昭夫

大

隆三，佐藤

和秀

2011 年度

賞：若林

祐介

雪氷技術賞：宮崎

伸夫

大

賞：庭野

昭二

雪氷功労賞：対馬

勝年

雪氷技術賞：高田

英治

沼

沼

賞：鈴木牧之記念館

雪氷功労賞：川田

邦夫，横山

大

肇

沼

賞：飯田

雪氷奨励賞：山口

悟，渡辺

雪氷功労賞：杉森

正義

賞：樋口

敬義

雪氷奨励賞：平島

寛行

雪氷技術賞：加藤

務

大

沼

沼

勉

雪氷功労賞：佐藤

2015 年度

篤司

雪氷技術賞：越後雪かき道場
大

2014 年度

沼

賞：本田

明治

雪氷功労賞：丸山

敏介

雪氷技術賞：大川

滋

雪氷奨励賞：池田

慎二，福井

雪氷技術賞：安達

聖

大

亙

沼

賞：島田

雪氷奨励賞：佐々木
2016 年度

大

沼

高峰

雪氷奨励賞：勝島

隆史

2017 年度

大

沼

賞：藤野

丈志

2018 年度

大

沼

賞：本吉

弘岐

雪氷功労賞：和泉

薫

2019 年度

雪氷功労賞：鈴木

啓助

2020 年度

雪氷奨励賞：山下

克也

2021 年度

大

賞：鈴木

博人

雪氷奨励賞：新屋

啓文

雪氷功労賞：石坂

雅昭

大

賞：伊藤

陽一

雪氷奨励賞：勝山

祐太

雪氷功労賞：佐藤

和秀

沼

沼

© 2022（公社）日本雪氷学会

幸太郎

明彦

賞：松元

2022 年度

幸一

賞：（社）新潟県融雪技術協会

雪氷奨励賞：伊豫部
2013 年度

宏太郎

雪氷技術賞：（株）大原鉄工所雪上車グループ
大

2012 年度

沼

雪氷功労賞：福嶋

大
2010 年度
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2022 年度（公社）日本雪氷学会北信越支部

総会・授賞式・研究発表会

2022 年 6 月 4 日（土）

アオーレ長岡内協働ルームおよび
オンラインによるハイブリッド開催

雪氷北信越 42号（2022）

プログラム
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2022 年度（公社）日本雪氷学会北信越支部
総会および研究発表会・製品発表検討会
日

時：2022 年 6 月 4 日（土）9:30〜17:00

場

所：アオーレ長岡内協働ルーム（長岡市大手通 1-4-10

シティホールプラザアオーレ

長岡 西棟 3 階）およびオンラインによるハイブリッド開催
次

第：
ハイブリッド開催形式の説明

9:30～9:45

研究発表会

9:45～12:00

総

13:15～14:00

会

14:00～14:15

支部賞授賞式
大

沼

賞：伊藤 陽一 氏

件

名：雪崩の内部構造とダイナミクス解明に関する研究への貢献

雪氷奨励賞：勝山 祐太 氏
件

名：地球温暖化が積雪に及ぼす影響評価および固体降水粒子の観測研究

雪氷功労賞：佐藤 和秀 氏
件

名：長年にわたる雪氷研究と支部活動への貢献
14:30～17:00

研究発表会

研究発表会プログラム
Ⅰ

雪崩・積雪分布・積雪の構造（9:45-10:45）
1.

座長：伊藤陽一（防災科研）

妙高山域の幕ノ沢において 2022 年 2 月 21 日に発生した乾雪表層雪崩
◯竹内由香里・勝山祐太・勝島隆史・大澤光（森林総研）・安達聖（防災科研）

2.

2022 年 3 月に新潟県糸魚川市島道で発生した雪崩の発生状況（速報）
○上石勲・中村一樹（防災科研）・町田敬（町田建設）・伊藤陽一・本吉弘岐（防
災科研）

3.

灌木の抵抗力を考慮した全層雪崩の発生に対する積雪安定度の評価手法の開発
〇勝島隆史（森林総研）
・松元高峰（新潟大）
・小田憲一（日本大）
・宮下彩奈・勝
山祐太（森林総研）・河島克久（新潟大）・竹内由香里（森林総研）

4.

岐阜県白川村野谷荘司山の雪崩発生区における積雪深分布の計測
〇勝山祐太（森林総研）
・安達聖（防災科研）
・勝島隆史・竹内由香里（森林総研）

5.

マルチライシメータの枠が積雪構造および側方流発生に与える影響
○平島寛行・本吉弘岐・山口悟（防災科研）・大澤光（森林総研）

Ⅱ

教育・普及・交通（11:00-12:00）
6.

座長：上石勲（防災科研）

「一枚の写真」WS による災害対応力向上効果
安孫周・〇元木裕登・杉原幸信・上村靖司・永田力也・吉澤厚文（長岡技大）

7.

道路除排雪に対する住民の要望・苦情のテキストマイニング分析
〇石川大貴・田中章喜・上村靖司・杉原幸信（長岡技大）
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8.

プログラム
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積雪が車両走行に影響を与える走行評価
〇覺道由郎（長岡技大）・上石勲・中村一樹（防災科研）・熊倉俊郎（長岡技大）

9.

除雪作業員巡回記録による雪堤崩壊現象の分析
芝﨑智貴・〇渡邉香歩（長岡技大）
・鶴見竜也・岩﨑伸一（ネクスコ・エンジニア
リング新潟）・杉原幸信・上村靖司（長岡技大）

10. 雪堤の力学的特性の基礎的評価－雪単層，および雪層境界面のせん断強度に与え
る各種因子の影響－
○本間翔大・河田剛毅（長岡高専）
・永井悠都・上村靖司・杉原幸信（長岡技大）
・
町田敬（町田建設）
Ⅲ

融雪・計測・吹雪・建築（14:30-15:30）

座長：松元高峰（新潟大）

11. 融雪シミュレーションによる散水融雪装置の最適制御方法の検討
BATBAYAR LKHAGVACHULUUN・〇田中日菜・BAASANDORJ MUNGUNTUUL・
杉原幸信・上村靖司（長岡技大）
12. ディグリー・デー法と季節予報を用いた消雪日予測方法の確立
瀬田川真也・〇河島克久・丸山ひかる（新潟大）・竹内由香里（森林総研）・平島
寛行（防災科研）・本谷研（秋田大）・佐野浩彬（防災科研）
13. 低温風洞装置を用いた各種環境下における超音波積雪深計の性能評価
○杉浦幸之助（富山大）・佐藤研吾（防災科研）・平沢尚彦（極地研）
14. UAV-SfM 写真測量および LiDAR によるフェンス周辺の吹きだまり観測
○新屋啓文（新潟大）
・大宮哲（寒地土研）
・砂子宗次朗（防災科研）
・西村浩一（名
大）・大風翼（東工大）
15. 風による屋根雪偏分布の数値流体シミュレーション予測－Dynamic meshの適用－
○富永禎秀（新潟工大）
Ⅳ

降雪・利雪・克雪・その他（15:45-17:00）

座長：本吉弘岐（防災科研）

16. 北陸平野部における集中降雪の現象論
○石坂雅昭（防災科研客員）
・本吉弘岐・山下克也・中井専人・山口悟（防災科研）
・
橋本明弘（気象研）
17. 北信越地方の冬季レーダー降水分布画像に対する機械学習を用いた分類
○中井専人（防災科研）・熊倉俊郎（長岡技大）・上石勲（防災科研）
18. 上空で測定されたレーダー降水量と 3 次元風速場を用いた地上到達固体降水量の
推定と検証
○熊倉俊郎（長岡技大）・古橋知季（西日本高速道路メンテナンス関西）・中島大
岳・早野真理子（古野電気）・本吉弘岐・中井専人（防災科研）
19. 汎用レーザー距離計による消雪施設制御実験
○藤野丈志・中村大輔・五十石浩介（興和）
20. 凝縮潜熱を考慮した可搬型雪冷房装置の冷房能力の定量的評価
青柳大輔・〇田中光太・丸山翔生・杉原幸信・上村靖司（長岡技大）
21. 高電圧パルス印加による初晶形成促進
吉田匡貴・〇岡本忠次・藤崎颯太・杉原幸信・上村靖司（長岡技大）
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ጁ㧗ᒣᇦ䛾ᖥ䝜ἑ䛻䛚䛔䛶 㻞㻜㻞㻞 ᖺ 㻞 ᭶ 㻞㻝 ᪥䛻Ⓨ⏕䛧䛯㞷⾲ᒙ㞷ᔂ
➉ෆ⏤㤶㔛 1䞉ᒣ♸ኴ 1䞉ᓥ㝯ྐ 1䞉⃝ග 2䞉Ᏻ㐩⪷ 3
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䠍䠊䛿䛨䜑䛻
ጁ㧗ᒣᇦ䛾ᖥ䝜ἑ䛻䛚䛔䛶䠈2022 ᖺ 2 ᭶ 21 ᪥ 21  41 ศ䠄ᆅ㟈
ィ䛾グ㘓䠅䛻㞷ᔂ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠊ᖥ䝜ἑ䛷䛿つᶍ䛺㞷ᔂ䛜ᖹᆒ䛧䛶 3
ᖺ䛻 1 ᗘ⛬ᗘ䛾㢖ᗘ䛷Ⓨ⏕䛩䜛䛾䛷䠈㞷ᔂ᳨▱ほ 䜢 2000 ᖺ䛛䜙
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䛳䛶䛔䜛 1)䠊ᮏ௳䛾㞷ᔂ䛿 2 ᭶ 26 ᪥䛻◚᩿㠃䠄ᅗ 1䠅䛜☜ㄆ䛷䛝䠈ᖥ
䝜ἑ※㢌㒊䛾ᶆ㧗 1700 m ㏆䛾ᗈ⠊ᅖ䛷Ⓨ⏕䛧䛯㠃Ⓨ⏕㞷⾲
ᒙ㞷ᔂ䛸ุ᫂䛧䛯䠊ሁ✚༊䛻㏆䛔ᶆ㧗 810 m 䛾Ẽ㇟ほ Ⅼ䛷䛿䠈㞷
ᔂⓎ⏕䛾Ẽ 䛿䠉6.7Υ䠈✚㞷῝䛿 451 cm䠈㝆䜚ጞ䜑䠄2 ᭶ 19 ᪥
20 䠅䛛䜙㞷ᔂⓎ⏕䜎䛷䛾㝆Ỉ㔞䛿 81 mm 䛷䛒䛳䛯䠊㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䠈
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㞷ᔂ䛾ሁ✚㔞䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䛾ㄪᰝ䛿䝕䝤䝸䛜⼥䛡ጞ䜑䜛๓䛾 3 ᭶ 10䡚11 ᪥䛻ᐇ䛧䛯䠊ሁ✚༊䛾 2 ⟠ᡤ䛻䛚䛔䛶✚
㞷᩿㠃ほ 䜢⾜䛔䠈⮬↛✚㞷䛾῝䛥䠈䝕䝤䝸ᒙ䛾ཌ䛥䜔Ỉ㔞䛺䛹䜢 ᐃ䛧䛯䠊ྠ䛻↓ே⯟✵ᶵ䠄UAV䠖 DJI ♫〇
Phantom 4 RTK䠅䛻䜘䜛┿ 㔞䜢⾜䛔䠈ᩘ್⾲ᒙ䝰䝕䝹䠄DSM䠅䜢సᡂ䛧䛯䠊✚㞷῝ศᕸ䛿 DSM 䛸䠈ᅜᅵᆅ⌮㝔䛾ᩘ
್ᶆ㧗䝰䝕䝹䠄5mDEM䠅䜢 DSM 䛻ྜ䜟䛫䛶 5 cm 䝯䝑䝅䝳䛻ෆᤄ䛧䛯್䛸䛾ᕪ䛷ồ䜑䠈ሁ✚༊ 14 ᆅⅬ䛻䛶 ῝Წ䛷
ᐃ䛧䛯್䛸ẚ㍑䛧䛶⿵ṇ䛧䛯䠊✚㞷῝䛛䜙ሁ✚༊䛾⮬↛✚㞷䛾῝䛥䠄4.1 m 䛷୍ᵝ䛸௬ᐃ䠅䜢ᕪ䛧ᘬ䛝䠈䝕䝤䝸䛾ཌ䛥ศᕸ
䜢⟬ฟ䛧䛯䠊䝕䝤䝸ሁ✚㔞䛿䠈ཌ䛥ศᕸ䛸䝕䝤䝸䛾ᐦᗘ䠄400 kg m-3䠅䛛䜙ồ䜑䛯䠊䝕䝤䝸䛾㞷 䛿ịⅬୗ䛷䠈ㄪᰝ䜎䛷
䛻⼥㞷Ỉ䜔㞵Ỉ䛾ᾐ㏱䛿䛺䛛䛳䛯䠊㞷ᔂ䛾฿㐩⠊ᅖ䛿 4 ᭶ 11 ᪥䛻ሁ✚༊䜢㋃ᰝ䛧䛶☜ㄆ䛧䠈䝕䝤䝸䛾⼥ゎ䛜㐍䜣䛷㞷
ᔂ䛷㐠䜀䜜䛯ᯞⴥ䛜㞷㠃䛻⌧䜜䛯⨨䜢 Garmin ♫〇䛾 GPS 䛷ィ 䛧䛯䠊
䠏䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ
㋃ᰝ䛻䜘䜚㞷ᔂ䛿ᶆ㧗 820 m 䜎䛷⣙ 2600 m䠄Ỉᖹ㊥㞳䠅䜢ὶୗ䛧䛯䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䠊㞷ᔂ䛜฿㐩䛧䛯ሁ✚༊ୗὶ㒊䛾
⠊ᅖ䠄ᅗ 2 䛾ᐇ⥺䠅䛿㠃✚䛜⣙ 4.3 ha 䛷䠈䝕䝤䝸䛾ཌ䛥䛿ᖹᆒ 1.0 m䠈ሁ✚㔞䛿⣙ 1.7 䝖䞁䠄4.3  m3䠅䛸᥎ᐃ䛧䛯䠊䛣
䜜䜘䜚ୖὶ㒊䛿㋃ᰝ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛜䠈UAV 䛻䜘䜛 㔞䛾⤖ᯝ䛛䜙䠈ୗὶ㒊䜘䜚䛿䜛䛛䛻ཌ䛟䝕䝤䝸䛜ሁ✚䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜᫂
䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊䛧䛛䛧ୖὶ㒊䛷䛿䠈Ⓨ⏕༊䛻㏆䛵䛟䜋䛹」ᩘ䛾ᑠつᶍ䛺㞷ᔂ䛾䝕䝤䝸䜒㔜䛺䛳䛶ሁ✚䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗
䛟䠈ᮏ௳䛾㞷ᔂሁ✚༊䛾⠊ᅖ䜢ぢᴟ䜑䠈ሁ✚㔞䜢᥎ᐃ䛩䜛䛾䛿㞴䛧䛔䠊ሁ✚῝䛜ከ䛔ἑ➽䛾ᴫ䛽ᶆ㧗 900 m䡚1200 m
䛾⠊ᅖ䠄ᅗ䛾Ⅼ⥺䠅䛻䛴䛔䛶ィ 䛧䛶䜏䜛䛸䠈㠃✚䛿⣙ 2.3 ha 䛷䛒䜛䛜䠈䝕䝤䝸䛾ཌ䛥䛿ᖹᆒ 3.6 m䠈ሁ✚㔞䛿⣙ 3.4 䝖
䞁䠄8.5  m3䠅䛷ୗὶ㒊䛾 2 ಸ䛾ከ䛥䛸᥎ᐃ䛥䜜䛯䠊୧⠊ᅖ䜢ྜ䜟䛫䛯䝕䝤䝸ሁ✚㔞䛿⣙ 5.1 䝖䞁䠄13  m3䠅䛸䛺䛳䛯䠊
ᩥ ⊩
1) ➉ෆ⏤㤶㔛䠈ᓥ㝯ྐ䠈ᒣ♸ኴ䠄2022䠅䠖㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕᳨▱䛸つᶍ㞷ᔂ䛾ᐇែ䠉᪂₲┴ጁ㧗ᒣᇦᖥ䝜ἑ䛻䛚䛡䜛
㞷ᔂ䛾ㄪᰝ䞉ほ 䠉䠊◁㜵䛾ほ 䛾⌧ሙ䜢ゼ䛽䛶 3䠈◁㜵Ꮫฟ∧䝥䝻䝆䜵䜽䝖ጤဨ(⦅)䠈139–148䠊

ᅗ 㻞 㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕༊䛸฿㐩⠊ᅖ䠄ᐇ⥺䠅 䖣䠖✚㞷῝ ᐃⅬ 䖃᩿㠃ほ Ⅼ 䠄ᅜᅵᆅ⌮㝔ᆅᅗ䜢⏝䠅
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2
㻞㻜㻞㻞 ᖺ 㻟 ᭶䛻᪂₲┴⣒㨶ᕝᕷᓥ㐨䛷Ⓨ⏕䛧䛯㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕≧ἣ䠄㏿ሗ䠅
㻌
ୖ▼  䞉୰ᮧ୍ᶞ 䞉⏫⏣ ᩗ 2㻌 䞉ఀ⸨㝧୍ 1 䞉ᮏྜྷᘯᒱ 1
1

1

䠄1䠖㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㻌 㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊㻌 2䠖⏫⏣ᘓタᰴᘧ♫䠅

㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
2022 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥䛻᪂₲┴⣒㨶ᕝᕷᓥ㐨䛷㞷ᔂ䛜Ⓨ⏕䛧
䠄ᅗ 1䠅䠈1 ྡ䛾᪉䛜Ṛஸ䛩䜛ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠊ᨾⓎ⏕䛾⩣
᪥䛛䜙⌧ᆅㄪᰝ䛻ධ䜚䠈㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕≧ἣ䠈ὶୗ≧ἣ➼䜢ᢕᥱ
䛧䛯䠊⌧≧䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛾㏿ሗ䛸䛧䛶Ⓨ⾲䛩䜛䠊
䠎䠊㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕᪥㻌㻌
㻌 ⣒㨶ᕝᕷ䛾㛵ಀ⪅䛛䜙䛾⪺䛝ྲྀ䜚䠈Ṛஸ䛧䛯᪉䛜㌴䛧䛶
䛔䛯⮬ື㌴䛻タ⨨䛧䛶䛒䛳䛯䝗䝷䝺䝁䛾グ㘓䠈⌧ᆅ䛻タ⨨䛥
䜜䛶䛔䜛ᮾிᏛᆅ㟈◊✲ᡤ䛾ᆅ㟈ィ䛾グ㘓䛛䜙Ⓨ⏕้
䛿 2022 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥ 15  30 ศ䛸᥎ᐃ䛥䜜䛯䠊
ᅗ 㻝㻌 㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛧䛯⨨䠄⣒㨶ᕝᕷᓥ㐨䠅㻌
䠏䠊㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䞉ὶୗ≧ἣ㻌
㻌 Ⓨ⏕⩣᪥䛾 2 ᭶ 24 ᪥䛻䛿䠈㖝䜺ᓅ䛾ྥᩳ㠃䛷⾲ᒙ㞷ᔂ䛾◚᩿㠃䛜☜ㄆ䛥䜜䠈⌧ᆅ䛾≧ἣ䛛䜙㠃Ⓨ⏕㞷⾲ᒙ㞷ᔂ䛸᥎
ᐃ䛥䜜䛯䠄ᅗ 3䠅䠊㞷ᔂⓎ⏕᪥䛾⩣᪥ 2 ᭶ 24 ᪥䛾⌧ᆅㄪᰝ䠈䝗䝻䞊䞁䛷䛾ᙳ䠈⼥㞷ᮇ⌧ᆅㄪᰝ䛛䜙㞷ᔂ䛾ὶୗ⠊ᅖ䜢⌧≧䛷
䛿ᅗ 2 䛾䜘䛖䛻ᐃ䛧䛶䛔䜛䠊㞷ᔂ䛿䠈ᶆ㧗⣙ 1100䡉䛾ᆅⅬ䛷Ⓨ⏕䛧䠈⣙ 2.5䡇䡉ὶୗ䛧䛶䛔䜛䠊㏵୰䛾◁㜵䝎䝮䛸ᓥ㐨 Ἠ䛾
䛒䜛ฟᑿ᰿䜢䜚㉺䛘䛶䛔䜛䠄ᅗ 3,4,5,6䠅䠊◁㜵䝎䝮䛾ୖὶ㒊䛿䠈䝕䝤䝸䛜 4 䛴䛾ὶ䜜䛸䛺䛳䛶⺬⾜䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠊

㻌
㻌
㻌
㻌
Ⓨ⏕༊
㻌
㻌
㻌
㉮㊰
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻞㻌 㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䞉ὶୗ≧ἣ㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
ᅗ 㻟㻌 㠃Ⓨ⏕⾲ᒙ㞷ᔂ䛾◚᩿᩿㠃㻌
ᅗ 㻠㻌 㞷ᔂ䛜䝆䝱䞁䝥䛧䛯䛸᥎ᐃ䛥䜜䜛ฟᑿ᰿㻌
㻌
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㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻢㻌 ฟᑿ᰿䛾ୖὶഃ䛾⺬⾜䛧䛯䝕䝤䝸㊧㻌
ᅗ 㻡㻌 ฟᑿ᰿䛸◁㜵䝎䝮㻌
㻌
㻌 ୗὶ䛷䛿䠈㞷ᔂ䛻䜘䜛⾪ᧁ䛷䝁䞁䜽䝸䞊䝖䛾ᑠᒇ䛜ᶓ㌿䛧䛶䛚䜚䠈ᮡᯘ䛷䛿 10m ⛬ᗘ䛾㧗䛥䛾ᯞᢡ䜜䜒☜ㄆ䛥䜜䛯䠄ᅗ 7,8䠅䠊
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻣㻌 㞷ᔂ䛻䜘䜚ᶓ㌿䛧䛯ᑠᒇ㻌
ᅗ 㻤㻌 㞷ᔂ䛻䜘䜛ᯞᢡ䜜㻌
㻌
㻌
䠐䠊Ẽ㇟✚㞷≧ἣ㻌
㻌 2 ᭶ 26 ᪥㞷ᔂⓎ⏕ᆅⅬ䛛䜙༡䛻⣙ 5km 䛾䝅䝱䝹䝬䞁䝇䜻䞊ሙୗ㒊䠈ᶆ㧗⣙ 500m 䛾ᆅⅬ䛷✚㞷䛾᩿㠃ほ 䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䠈
⾲㠃䛛䜙⣙ 1.2m ㏆䛻䠈⢏ྠኈ䛾䛴䛺䛜䜚䛜ᙅ䛔䛔䛯䛦䜙䜑ᒙ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠄ᅗ 9,10䠅䠊
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᅗ 㻝㻜㻌 ⤖ྜ䛾ᙅ䛔䛔䛯䛦䜙䜑㞷㻌
ᅗ 㻥㻌 ✚㞷ほ 㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌 ㏆㞄䛾Ẽ㇟✚㞷≧ἣ䜢ᅗ䛻♧䛧䛯䠊2 ᭶ 22 ᪥䡚23 ᪥䛻㔞䛾㝆㞷䛜グ㘓䛥䜜䛶䛔䜛䠊2 ᭶ 20 ᪥䛻䛿Ẽ 䛜ୖ᪼䛧䛶䛚䜚䠈
ୖグ䛾䛦䜙䜑ᒙ䛿䠈䛣䛾Ẽ ୖ᪼䛸䛭䛾ᚋ䛾ప 䛻ᙧᡂ䛥䜜䛯䜒䛾䛸᥎ᐃ䛥䜜䜛䠄ᅗ 11䠅䠊
㻌
㻌
㻌
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ᅗ 㻝㻝 ࿘㎶ほ Ⅼ䛾Ẽ㇟✚㞷≧ἣ

䠑䠊ᚋ䛾ணᐃ
ᚋ䛿䠈䝗䝻䞊䞁⏬ീ䛾ゎᯒ䛺䛹䜢⾜䛔䠈䛥䜙䛻㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜔ᑐᛂ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛝䛯䛔䠊
ㅰ㎡
✚㞷ほ 䛷䛿䠈ᅵᮌ◊✲ᡤ㞷ᔂᆅ䛩䜉䜚◊✲䝉䞁䝍䞊䛾ุ⏣ᡤ㛗䠄ᙜ䠅䠈ዟᒣ◊✲ဨ䛻䛿䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛯䠊䜎䛯䠈ㄪᰝ
⯡䛷䛿䠈᪂₲┴⣒㨶ᕝᆅᇦ⯆ᒁ䛾ⓙᵝ䠈⣒㨶ᕝᕷ䛾᪉䚻䛻䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䠊䛣䛣䛻ឤㅰ⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䠊
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3
℺ᮌ䛾ᢠຊ䜢⪃៖䛧䛯ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛻ᑐ䛩䜛✚㞷Ᏻᐃᗘ䛾ホ౯ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
ᓥ㝯ྐ 1䞉ᯇඖ㧗ᓠ 2䞉ᑠ⏣᠇୍ 3䞉ᐑୗᙬዉ 1䞉ᒣ♸ኴ 1䞉Ἑᓥඞஂ 2䞉➉ෆ⏤㤶㔛 1
䠄1䠖᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ 2䠖᪂₲Ꮫ⅏ᐖ䞉⯆⛉Ꮫ◊✲ᡤ 3䠖᪥ᮏᏛ⌮ᕤᏛ㒊䠅

䠍䠊䛿䛨䜑䛻
᪂₲┴䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ᮏᕞ䛾㞷ᆅ䛾୰ᒣ㛫ᆅ䛻䛒䜛
ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕༊䛾ከ䛟䛷䛿䠈䛧䛯ᶞᙧ䛾℺ᮌ䛜ᡂ⫱䛧
䛶䛔䜛䠊℺ᮌ䛿ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛻ᑐ䛧䛶ᢠຊ䛸䛧䛶ാ䛟䛜䠈
䛣䛾ᙳ㡪䜢ᐃ㔞ⓗ䛻♧䛩䛣䛸䛜㞴䛧䛟䠈℺ᮌ䛾Ꮡᅾ䛜ᒙ
㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕ண 䜢ᅔ㞴䛺䜒䛾䛻䛧䛶䛔䜛䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈✚
㞷䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶✚㞷䛾Ᏻᐃᗘ䜢᥎ᐃ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈⌧≧
䛷䛿᥎ᐃ䛩䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛔℺ᮌ䛾ᢠຊ䛾ኚ䜢ᐇ ್䛸
䛧䛶Ᏻᐃゎᯒ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸䛷䠈℺ᮌ䛾ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛯ᩳ
㠃✚㞷䛾Ᏻᐃᗘ䛾ホ౯ᡭἲ䜢᪂䛯䛻ᥦ䛩䜛䠊
䠎䠊◊✲ᡭἲ
᪂₲┴㨶ᕷⓑᕝ䛾ᒙ㞷ᔂ䛾ᩳ㠃䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶◊
✲䜢ᐇ䛧䛯䠊ゎᯒ䛿 2020-21 ᖺ䛾Ꮨ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䠊ᑐ㇟
ᩳ㠃䛻䛚䛡䜛ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕┤ᚋ䛾⌧ᆅㄪᰝ䛛䜙䠈ಽఅ䛧
䛯℺ᮌ䛾ᶞᖿ䛾ୖ㠃䛻⨨䛩䜛✚㞷ᒙ䛜◚᩿䛩䜛䛣䛸䛷䠈
ᒙ㞷ᔂ䛾䜚㠃䛜ᙧᡂ䛧䛯䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛭䛣䛷䠈
✚㞷䛾 1 ḟඖ䝰䝕䝹 Katsushima et al.,2009; Ikeda et
al.,2014 䜢⏝䛔䛶䠈✚㞷ᗏ㠃䛾✚㞷ᒙ䛻䛚䛡䜛Ᏻᐃᗘ ୖ
㍕Ⲵ㔜䛸䛫䜣᩿ᙉᗘᣦᩘ䛸䛾ẚ䠈Stability Index䠈௨ୗ SI 䛾
㛫ኚ䜢᥎ᐃ䛧䛯䠊ィ 䛻䜘䜚ᚓ䜙䜜䛯䠍ᮏ䛒䛯䜚䛾℺ᮌ
䛾ᢠຊ䛸❧ᮌᐦᗘ䛸䛾✚䜢✚㞷ᒙ䛾Ᏻᐃຠᯝ䛸䛧䛶䛫
䜣᩿ᙉᗘ䛻ຍ䛘䜛䛣䛸䛷䠈℺ᮌ䛾ᢠຊ䜢⪃៖䛧䛯Ᏻᐃᗘ
䠄௨ୗ䠈SItree䠅䜢᪂䛯䛻సᡂ䛧䠈䛣䛾㛫ኚ䜢ồ䜑䛯䠊℺ᮌ
䛾ᢠຊ䛿䠈ゎᯒᑐ㇟ᮇ㛫䛻ᑐ㇟ᩳ㠃䛷ᐇ㝿䛻ィ 䛥䜜
䛯䜒䛾䜢⏝䛧䛯䠄ᓥ䜙䠈2021䠅䠊℺ᮌ䛜ಽఅ䛩䜛㝿䛻⏕䛨
䜛᭤䛢䜂䛪䜏䛾୰❧㍈䛻┦ᙜ䛩䜛ᶞᖿഃ㠃䛾⨨䛾䜂䛪
䜏㔞䜢ィ 䛧䠈ᶞᖿ䛻⏕䛨䜛ᘬᙇ䜂䛪䜏䜢᳨ฟ䛧䛯䠊⌧ᆅ
䛷䛾᭤䛢ヨ㦂䛻䜘䜚 ᐃ䛧䛯䝲䞁䜾⋡䜢⏝䛔䛶䠈ᘬᙇ䜂䛪
䜏䜢ᘬᙇ㍈ຊ䛻ኚ䛧䠈䛣䜜䜢℺ᮌ䛾ᢠຊ䛸䛧䛶ᢅ䛳䛯䠊
㞷ᔂⓎ⏕༊䛻タ⨨䛧䛯䜾䝷䜲䝗䝯䞊䝍䛻䜘䜚ᩳ㠃✚㞷䛾⣼✚
⛣ື㔞䠄䜾䝷䜲䝗㔞䠅䛾㛫ኚ䜢 ᐃ䛧䠈䛭䜜䛮䜜䛾้
䛻䛚䛡䜛䜾䝷䜲䝗㏿ᗘ䠈ຍ㏿ᗘ䜢ồ䜑䛯䠊
䠏䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ
䜾䝷䜲䝗㔞䛾ィ ⤖ᯝ䛛䜙䠈2021/2/9 䛻䜾䝷䜲䝗䛜㛤ጞ䛧䠈
䜾䝷䜲䝗㏿ᗘ䛜ቑຍ䛧䛯䠊䛭䛾ᚋ䠈2/15 䛻䜾䝷䜲䝗㏿ᗘ䛜ᛴ
⃭䛻ຍ㏿䛧䠈䛭䛾᪥䛾䛖䛱䛻ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛻⮳䛳䛯䠊℺
ᮌ䛾ᢠຊ䛿䠈12 ᭶ᮎ䛻ᮇ㛫䛾್᭱䛜ィ 䛥䜜䠈䛭䛾ᚋ
⦆䜔䛛䛻ῶᑡ䛧⥆䛡䛯䠊2/11 䛛䜙ᢠຊ䛜ᛴ⃭䛻ῶᑡ䛧䠈
2/12 䛻䛿ᢠຊ䛜స⏝䛧䛺䛔≧ែ䛜 ᐃ䛥䜜䛯䠊
ᅗ 1 䛻䠈✚㞷ᗏ㠃䛾✚㞷ᒙ䛾Ᏻᐃᗘ䛾㛫ኚ䜢♧䛩䠊
℺ᮌ䛾ᢠຊ䜢⪃៖䛧䛺䛔㏻ᖖ䛾 SI 䛷䛿䠈ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ
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⏕䛧䛶䛔䛺䛔1᭶୰䛾ᮇ㛫䛻䛚䛔䛶䜒⼥㞷䜔㝆㞵䛜Ⓨ⏕䛩
䜛ᗘ䛻䠈㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛾༴㝤ᛶ䛾┠Ᏻ䛸䛥䜜䜛 SI=1.5 䜢ୗᅇ
䜛Ᏻᐃ䛺≧ែ䛜ホ౯䛥䜜䛯䠊୍᪉䛷䠈℺ᮌ䛾ᢠຊ䜢⪃
៖䛧䛯 SItree 䛷䛿 1 ᭶୰䛿ప䛔䛷䜒 2 ⛬ᗘ䛸ẚ㍑ⓗᏳᐃ䛺
≧ែ䛜ホ౯䛥䜜䛯䠊䛣䛾䛣䛸䛿䠈✚㞷䛾ึᮇ䛻䛚䛔䛶℺ᮌ
䛿ᩳ㠃✚㞷䛾Ᏻᐃ䛻ᐤ䛩䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛚䜚䠈䛣䛾ຠᯝ
䜢Ᏻᐃゎᯒ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊୍᪉
䛷䠈㞷ᔂ䛾Ⓨ⏕䛧䛯 2 ᪥๓䛾 2/13 䛛䜙䛿䠈SItree 䛜᪥୰䛻 1.5
䜢ୗᅇ䜛≧ែ䛜ホ౯䛥䜜䛶䛔䛯䠊䛣䛾㞷ᔂⓎ⏕┤๓䛾ᮇ㛫
䛻䛚䛔䛶䛿䠈℺ᮌ䛾ᢠຊ䛿స⏝䛧䛶䛚䜙䛪䠈䜎䛯䠈‵㞷
䛧䛯✚㞷ᗏ㠃㏆䛾✚㞷ᒙ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛷䛿ୖ㍕䛩䜛
✚㞷䜢ᨭᣢ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛪䠈⤖ᯝ䛸䛧䛶✚㞷ᗏ㠃㏆䛾✚
㞷ᒙ䜢䜚㠃䛸䛧䛶䜾䝷䜲䝗䛜㐍⾜䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᒙ㞷ᔂ䛾Ⓨ
⏕䛻⮳䛳䛯䜒䛾䛸ゎ㔘䛥䜜䜛䠊

ᅗ 㻝 ✚㞷ᗏ㠃䛾✚㞷ᒙ䛾Ᏻᐃᗘ䛾㛫ኚ䠊㉥ᐇ⥺䛜℺ᮌ䛾
ᢠຊ䜢⪃៖䛧䛯䜒䛾䠄SItree䠅䠈㯮ᐇ⥺䛜⪃៖䛧䛺䛔䜒䛾䠄SI䠅䠊

ᩥ⊩
Katsushima, T., Kumakura, T. and Takeuchi, Y. (2009): A
multiple snow layer model including a parameterization of
vertical water channel process in snowpack. Cold Reg. Sci.
and Technol., 59, 143-151.
Ikeda, S., Katsushima, T., Matsushita, H., Ito, Y., Takeuchi, Y.
and Akiyama, K. (2014): Comparison of snowpack on a
slope and on flat land focusing on the effects of water
infiltration, Cold Reg. Sci. and Technol., 108, 91-97.
ᓥ㝯ྐ䠈ᯇඖ㧗ᓠ䠈ᑠ⏣᠇୍䠈ᐑୗᙬዉ䠈ᒣ♸ኴ䠈Ἑ
ᓥඞஂ䠈➉ෆ⏤㤶㔛䠄2021䠅䠖䜂䛪䜏䝀䞊䝆䜢⏝䛔䛯
ᒙ㞷ᔂᩳ㠃䛾℺ᮌ䛜ᣢ䛴䜾䝷䜲䝗䛻ᑐ䛩䜛ᢠຊ䛾ィ
䠈㞷ị◊✲(2021䞉༓ⴥ-䜸䞁䝷䜲䞁)ㅮ₇せ᪨㞟䠈
144䠊
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ᒱ㜧┴ⓑᕝᮧ㔝㇂Ⲯྖᒣ䛾㞷ᔂⓎ⏕༊䛻䛚䛡䜛✚㞷῝ศᕸ䛾ィ 㻌
ᒣ♸ኴ 1䞉Ᏻ㐩⪷ 2䞉ᓥ㝯ྐ 1䞉➉ෆ⏤㤶㔛 1㻌
1䠖᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ༑᪥⏫ヨ㦂ᆅ㻌 2䠖㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊㻌

㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
2021 ᖺ 1 ᭶ 10 ᪥䛻ᒱ㜧┴ⓑᕝᮧ㔝㇂Ⲯྖᒣ䛷ᅜෆ㐣ཤ 2 ␒┠䛻つᶍ䛸ᛮ䜟䜜䜛㞷⾲ᒙ㞷ᔂ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠄➉ෆ
䜋䛛䠈2021䠅䠊Ẽ㇟ᗇ䝯䝋䝇䜿䞊䝹䝰䝕䝹䛾ฟຊ䛸✚㞷ኚ㉁䝰䝕䝹䜢䛳䛯䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜚䠈䛣䛾㞷ᔂ䛿 1 ᭶ 7 ᪥䛛
䜙 9 ᪥䛻䛛䛡䛶䛾㞷䛻㉳ᅉ䛧䛶䛔䜛䛸᥎ᐃ䛥䜜䛯䠄ᒣ䜋䛛䠈2021䠅䠊䛧䛛䛧䠈䛣䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛷䛿྿㞷䛾ᙳ㡪䜢⪃
៖䛷䛝䛶䛔䛺䛔䜋䛛䠈㞷ᔂⓎ⏕༊䛻䛚䛡䜛ᐇ㝿䛾㝆Ỉ㔞䛜᫂䛺䛯䜑㞷ᔂⓎ⏕༊䛻䛚䛡䜛✚㞷≧ែ䛾ヲ⣽䛿ศ䛛䜙䛺
䛛䛳䛯䠊䛭䛣䛷䠈2022 ᖺ 3 ᭶ 17 ᪥䛻↓ே⯟✵ᶵ䠄UAV䠅䜢⏝䛔䛯✚㞷῝ศᕸㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛯䛾䛷䠈䛭䛾⤖ᯝ䜢ሗ࿌䛩䜛䠊㻌
䠎䠊᪉ἲ㻌
DJI ♫〇 Phantom 4 RTK 䜢⏝䛧䠈㞷ᔂⓎ⏕༊䜢✵䛧䛶┿ 㔞䜢⾜䛳䛯䠊ᚓ䜙䜜䛯┿䝕䞊䝍䛸ᚋฎ⌮䜻䝛䝬䝔䜱
䝑䜽䠄PPK䠅᪉ᘧ䛻䜘䜛 UAV 䛾⨨ሗ䜢ᇶ䛻䛧䛶䠈5㻌cm 䝯䝑䝅䝳䛾ᆅୖᩘ್⾲ᒙ䝰䝕䝹䠄DSM䠅䜢సᡂ䛧䛯䠊✚㞷῝䛿䠈
సᡂ䛧䛯 DSM 䛛䜙ᅜᅵᆅ⌮㝔䛻䜘䜛 5 m 䝯䝑䝅䝳䛾ᩘ್ᶆ㧗䝰䝕䝹䠄DEM䠅䜢 DSM 䛸ྠ䛨䝯䝑䝅䝳䛻✵㛫ෆᤄ䛧䛯್䜢
ᘬ䛟䛣䛸䛷᥎ᐃ䛧䛯䠊䜎䛯䠈᥎ᐃ䛥䜜䛯✚㞷῝䛾⢭ᗘ᳨ド䛾䛯䜑䛻䠈 ῝Წ䛻䜘䜛✚㞷῝ほ 䜒ྠ䛻ᐇ䛧䛯䠊䛣䛾ほ
䜢⾜䛳䛯ሙᡤ䛿䠈Garmin ♫〇䛾 GPSMAP 66i 䜢䛔 PPK ᪉ᘧ䛻䜘䜚Ỵᐃ䛧䛯䠊㻌
䠏䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ㻌
UAV 䛻䜘䜛┿ 㔞䛾⤖ᯝ䠈㞷ᔂⓎ⏕༊ୖ㒊䛻䛚䛡䜛㞷ᗊ䜔ἑᆅᙧ䛻䛚䛡䜛྿䛝⁀䜎䜚䛾ヲ⣽䛺ᵝᏊ䜢⾲䛩✚㞷῝
ศᕸ䛜ᚓ䜙䜜䛯䠄ᅗ䠍䠅䠊㞷ᔂⓎ⏕༊ୖ㒊䛻ᑐᛂ䛩䜛ᆅⅬ A ㏆䛻䛿䠈す䜘䜚䛾Ꮨ⠇㢼䛾ᙳ㡪䛻䜘䜚㞷ᗊ䛜ᙧᡂ䛥䜜䠈䛭
䛾✚㞷῝䛿⣙ 7 m 䛰䛳䛯䠊୍᪉䛷䠈㢼ୖഃ䛷䛿྿䛝ᡶ䛔䛾ຠᯝ䛻䜘䜚⣙ 3.5 m 䛸┦ᑐⓗ䛻ᑡ䛺䛔✚㞷῝䛸䛺䛳䛶䛔䛯䠊䛥
䜙䛻䠈ᮾഃ䛾㢼ୗഃ䛷䛿䠈㇂ᆅᙧ䛻ἢ䛳䛶✚㞷῝䛜ከ䛔ศᕸ䛸䛺䛳䛶䛔䛯䠊ᆅⅬ B ㏆䛻䛚䛡䜛 10 m 䜢㉸䛘䜛✚㞷῝
䛿䠈㞷ᔂ䛻䜘䜛䝕䝤䝸䛾ᙳ㡪䛻䜘䜛䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䠊䜎䛯䠈UAV 䛻䜘䜛✚㞷῝䜢 ῝Წ䛻䜘䜛ほ 䛸ẚ㍑䛩䜛䛸䠈ከ䛟䛾ሙᡤ
䛷 30㻌 cm ௨ෆ䛾ㄗᕪ䛻䜎䛳䛶䛔䛯䠊୍᪉䛷䠈ᑿ᰿ᆅᙧ䛾䜘䛖䛺ᆅᙧ䛾ኚ䛜䛝䛔ሙᡤ䛷䛿ㄗᕪ䛜䛝䛟䠈㽢༳䛷♧
䛩 2 䛛ᡤ䛷䛿 100 cm 䜢㉸䛘䜛ㄗᕪ䛸䛺䛳䛯䠊䛣䜜䛿䛻 DEM 䛾ゎീᗘ㊊䛻㉳ᅉ䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌

㻌
ᅗ 㻝㻌 UAV ࡼࡿ✚㞷῝ศᕸࡢィ

⤖ᯝ㸦ࢩ࢙࣮ࢻ㸧 ῝Წࡼࡿほ ࡢᕪ㸦ࠐ༳༳㸧
㸬⫼ᬒࡢ➼㧗
⥺ࡣ⏝ࡋࡓ DEM㸬㻌

㻌
ᩥ⊩㻌
➉ෆ⏤㤶㔛䠈ᒣ♸ኴ䠈ᓥ㝯ྐ䠈Ᏻ㐩⪷䠈Ⲩᕝ㐓ே䠈Ἑᓥඞஂ䠄2021䠅䠖ᒱ㜧┴㔝㇂Ⲯྖᒣ䛷 㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻝 ᭶䛻Ⓨ⏕䛧䛯
つᶍ䛺㞷⾲ᒙ㞷ᔂ䠉ㄪᰝෆᐜ䛸⤖ᯝ䛾㏿ሗ䠉㻚㻌 㞷ịಙ㉺䠈41䠈25䠊㻌
ᒣ♸ኴ䠈ᓥ㝯ྐ䠈➉ෆ⏤㤶㔛䠄2021䠅䠖㔝㇂Ⲯྖᒣ䛷2021 ᖺ䛻つᶍ㞷ᔂ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯✚㞷≧ែ䛾᥎ᐃ䠊㻌 㞷ị◊
✲䠄2021䞉䜸䞁䝷䜲䞁䠅ㅮ₇せ᪨㞟䠈166䠊
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䛂୍ᯛ䛾┿䛃㼃㻿 䛻䜘䜛⅏ᐖᑐᛂຊྥୖຠᯝ 㻌
ᏳᏞ࿘ 1䞉䚽ඖᮌ⿱Ⓩ²䞉ᮡཎᖾಙ²䞉ୖᮧ㟹ྖ²䞉Ọ⏣ຊஓ²䞉ྜྷ⃝ཌᩥ²㻌
䠄1䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㻌 Ꮫ㝔㻌 㻌 2䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ䠅㻌

㻌
䠍䠊⥴ゝ㻌
䛣䜜䜎䛷䛾⅏ᐖ䛾ᑐᛂຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛ᡭἲ䛿䠈㐣ཤ䛾
⅏ᐖ䜔ᐃ䛥䜜䜛⅏ᐖ䛾⤒㦂䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯ゎ䜔ᑐฎἲ
䜢ᩍ♧䛩䜛䜒䛾䛜䜋䛸䜣䛹䛷䛒䛳䛯[1]䠊䛧䛛䛧䠈䛣䜜䛷䛿ᮍ⤒
㦂䜔ᐃእ䛾⅏ᐖ䛻䛿ᑐᛂ䛷䛝䛺䛔䠊⅏ᐖ䛾㐺䞉ⓗ☜
䛺⾜ື䛻䛿䠈ಶே䜔ᆅᇦ䛾䛂ㄆ▱⬟ຊ䛃䠄▱㆑䞉ᢏ⾡䠅䛰䛡䛷
䛺䛟ᩘ್䛧䛶ィ 䛩䜛䛜ᅔ㞴䛺䛂㠀ㄆ▱⬟ຊ䛃䛾ᾰ㣴䜒
ྍḞ䛷䛒䜛[2]䠊㻌 㻌
䛭䛣䛷ᏳᏞ䜙䛿䠈㜵⅏䝽䜽䝏䞁㼹䛸䛔䛖᪂䛯䛺ᴫᛕ䜢ᥦၐ䛧
䛯[3]䠊㜵⅏䝽䜽䝏䞁㼹䛸䛿䠈⿕⅏䜢⤒㦂䛩䜛๓䛻ᙅẘ䛧䛯⅏
ᐖ䠄≀⌮ⓗ䞉ᚰ⌮ⓗ䝎䝯䞊䝆䜢ᙅ䜑䛯䜒䛾䠅䜢య㦂䛩䜛䛷䠈
ᮏ᮶⮬ศ⮬㌟䛜᭷䛩䜛ᑐᛂຊ䜢㧗䜑䠈⅏ᐖ䜈䛾චຊ䠄
యⓗ䛺ᑐᛂຊ䠅䜢㣴䛖䜒䛾䛷䛒䜛䠊㻌
䛭䛧䛶䠈䛣䛾ᴫᛕ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䠈⅏ᐖ䜈䛾ᙜ⪅ព㆑ཬ䜃
యⓗᑐᛂຊ䜢䛸䛩䜛㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛂୍ᯛ䛾
┿䛃䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠄㼃㻿䠅䛸ྡ䛡䛯 㼃㻿 ᡭἲ䜢⪃䛧䛯䠊㻌
ᮏ◊✲䛷䛿䠈䛭䛾ᡭἲ䛾ᴫせ䛸᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛧䛯⤖ᯝ䜢
ሗ࿌䛩䜛䠊㻌
㻌
䠎䠊యᛶ⋓ᚓ䛾䠑ẁ㝵䝰䝕䝹䛸ྛ WS 䛾㛵ಀ
ୖᮧ䜙䛿[4][5]䠈㜵⅏䛻䛚䛡䜛ᙜ⪅ព㆑䛸యᛶ䛾⋓ᚓ
䛻䛿䠈䛭䜜䛮䜜↓㛵ᚰ䞉ഐほ⪅䞉ᙜ⪅䞉య䞉⋡ඛ⪅䛾 㻡 ẁ
㝵䛜䛒䜛䛸㏙䜉䠈䛣䜜䜙䜢యᛶ⋓ᚓ䛾 㻡 ẁ㝵䝰䝕䝹䛸ᥦၐ
䛧䛶䛔䜛䠄ᅗ䠍䠅䠊ᚑ᮶䛾㜵⅏WS䛿↓㛵ᚰ䛛䜙ഐほ⪅䜈䛾ᘬ
䛝ୖ䛢䛻䠈㜵⅏䝽䜽䝏䞁 WS 䛿ഐほ⪅䛛䜙య䜈䛾ᘬ䛝ୖ
䛢䛻ᑐᛂ䛧䠈ᅇ䛾䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS 䛿䛣䛾㜵⅏䝽䜽䝏䞁
WS 䜢ලయ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䠊

ᅗ䠍㻌 యᛶ㣴䛾䠑ẁ㝵䝰䝕䝹[4][5]㻌

䠏䠊䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS 䛸䛿㻌
䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS 䛸䛿䠈䛒䜛⅏ᐖ䛾୍ሙ㠃䜢⾲䛩䛂୍ᯛ䛾
┿䛃䠈䛂୍ศ䛾ᫎീ䛃䠈䛂୍ᮏ䛾グ䛃䛺䛹䠈Ⓨ⏕䛧䛯㇟䜢
♧䛩㝈䜙䜜䛯ሗ䛾䜏䜢⏝䛔䠈䜾䝹䞊䝥䛾ヰ䛧ྜ䛔䛻䜘䛳
䛶Ⓨ⏕䛧䛯㇟䜢㢮᥎䛧䠈ㄞ䜏ゎ䛝䠈ྲྀ䜛䜉䛝䛷䛒䛳䛯ᑐᛂ
䜢㆟ㄽ䛩䜛WSᡭἲ䛾䛷䛒䜛䠊䛣䛾ᡭἲ䛷䛿䠈ᶵᲔⓗ䛻ྲྀ
䜛䜉䛝ᑐᛂ䜢㆟ㄽ䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈ே䛾ᚰ⌮䠈⏕䛔❧䛱䠈⏕
䛝᪉䠈⫼ᚋ䛾ே㛫㛵ಀ䜎䛷䛻䜒䛔䜢㥅䛫䛺䛜䜙⅏ᐖ䜢
ఝయ㦂䛷䛝䜛䠊ᮏ WS ᡭἲ䛾≺䛔䛿䠈⅏ᐖ䜈䛾ᙜ⪅ព㆑
ཬ䜃యⓗ䛺ᑐᛂຊ䜢䛸䛩䜛 㻢 䛴䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䠄䛂Ẽ䛵䛝
῝䜑䜛ຊ䛃䠈䛂㋃䜏ฟ䛩ຊ䛃䠈䛂ఏ䛘ྜ䛖ຊ䛃䠈䛂ᛮ䛔ᥥ䛟ຊ䛃䠈䛂ಙ
䛨ྜ䛖ຊ䛃䠈䛂䜔䜚ᢤ䛟ຊ䛃䠅䛾ྥୖ䜢ᅗ䜛䛷䛒䜛䠊WS 䛾᭷ຠ
ᛶ䛿䠈䜰䞁䜿䞊䝖䛻䜘䜚ホ౯䛧䛯䠊㻌
䠏䠊䠍㻌 㜵⅏䝽䜽䝏䞁㼹WS 䝖䝷䜲䜰䝹䛾㛤ദ㻌
 㜵⅏䝽䜽䝏䞁㼹WS 䝖䝷䜲䜰䝹䠄௨ୗ䠈䝖䝷䜲䜰䝹䠅䛾㛤ദᴫ
せ䜢௨ୗ䛻♧䛩䠊ᅇ䛾䝔䞊䝬䛿䠈㞷ᐖ䛷䛒䜛䠊㻌 㻌
᪥䠖㻞㻜㻞㻝 ᖺ 㻥 ᭶ 㻞㻣 ᪥༗ᚋ 㻝 䛛䜙༗ᚋ 㻡  㻠㻜 ศ㻌
ሙᡤ䠖⯙Ꮚ㧗ཎ䝩䝔䝹㻌
ദ䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ䠄ᆅᇦ㜵⅏ᐇ㊶◊✲䝉䞁䝍䞊䠅㻌
ඹദ䠖᪂₲┴䠈༡㨶ᕷ䠈୰㉺㜵⅏Ᏻ᥎㐍ᶵᵓ㻌
ᚋ䠖ᮾி㟁ຊ䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇ᰴᘧ♫䠈ᮾ᪥ᮏ㧗㏿
㐨㊰ᰴᘧ♫᪂₲ᨭ♫䠈ᮾ᪥ᮏ㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ
♫᪂₲ᨭ♫㻌
ཧຍ⪅䛿䠈ᡤᒓඛ䛜ᮾி㟁ຊ䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇䠄ᰴ䠅䠈ᮾ
᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰䠄ᰴ䠅᪂₲ᨭ♫䛚䜘䜃䛭䛾㛵㐃♫䠈ᮾ᪥ᮏ
㟁ಙ㟁ヰ䠄ᰴ䠅᪂₲ᨭ♫䜢୰ᚰ䛻䠈㻺㻼㻻 䛖䛚䛼䜎㜵⅏䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䠈䛧䜛䛭䛺䠈㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㻌 㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁
䝍䞊䚸㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ䜢ຍ䛘䛯 㻟㻞 ྡ䛷䛒䛳䛯䠊㻌
䠏䠊䠎㻌 㜵⅏䝽䜽䝏䞁㼹㼃㻿 䝖䝷䜲䜰䝹䛾ᵓᡂ㻌
௨ୗ䛻ᮏ䝖䝷䜲䜰䝹䛾ᵓᡂ䜢♧䛩䠊
䐟 㞷䜔㝖㞷ᇶ♏▱㆑䛻㛵䛩䜛ㅮ⩏
䞉ㄆ▱⬟ຊ䛻㛵䛩䜛▱㆑䜢ாཷ䛩䜛䠊
䐠 䝇䝁䝑䝥䛻䜘䜛㝖㞷య㦂
䞉ㄆ▱⬟ຊ䛻㛵䛩䜛ᢏ⾡䜢ாཷ䛩䜛䠊
䐡 䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽
䞉䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS 䜢ᐇ䛧䠈㠀ㄆ▱⬟ຊ䜢㣴䛩䜛䠊
䐢 ⥲ᣓ
㻌

㻌
㻌
㻌
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௨ୗ䛻䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾ᵓᡂ䜢♧䛩䠊
䐟 ㊃᪨ㄝ᫂㻌
䐠 䜾䝹䞊䝥䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
䐳 ⮬ᕫ⤂㻌
䐴 ᙺ䜢Ỵ䜑䜛㻌
䐵 ㇟Ⓨ⏕䜎䛷䛾䝅䝘䝸䜸䜢ㄞ䜏ゎ䛟䞉ᑐ⟇䜢⪃䛘
䜛㻌
䐶 Ⓩሙே≀䜢㍈䛻䛧䛯≀ㄒ䜢⪃䛘䜛㻌
䐷 ཧຍ⪅ဨ䛻ᙺ䜢䛶䠈≀ㄒ䛻Ⓩሙ䛥䛫䜛䞉ᑐ⟇
䜢⪃䛘䜛㻌
䐸 ᑐ⟇䜢ඹ᭷䠈῝ᇼ䜚䛧䠈䜎䛸䜑䜛㻌
䐡 䜽䝷䝇䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
䞉ウㄽ⤖ᯝ䛾Ⓨ⾲㻌
䠏䠊䠏㻌 ホ౯᪉ἲ
㻌 ホ౯䛾᪉ἲ䛿䚸WS 䛾๓ᚋ䛷ᐇ䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖䛻䜘䜛⮬
ᕫホ౯䛸䛧䛯䠊䜰䞁䜿䞊䝖䛿䠈ㄆ▱⬟ຊ䛻㛵䛩䜛㡯┠䠈㠀ㄆ
▱⬟ຊ䛻㛵䛩䜛㡯┠䛛䜙䛺䜛ᵓᡂ䛸䛧䛯䠊ᅇ⟅᪉ἲ䛿䠈䛭䜜
䛮䜜⮬⏤グ㏙䜔㑅ᢥ⫥䠈䜽䜲䝈᪉ᘧ䠈䜎䛯䛿䝸䝑䜹䞊䝖ᑻᗘ
䜢⏝䛔䛶ホ౯䛧䛯䠊㻌
㻌
䠐䠊⤖ᯝ㻌 㻌
䜎䛪䠈௨ୗ䛻ཧຍ⪅䜈ᐇ䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ
䛻㛵䛩䜛タၥ䜢♧䛩䠊

㻌
ᅗ䠎㻌 ྛタၥ㻌 ᅇ⟅⤖ᯝ㻌
㻌
㻌

タၥ䠍䠖ධᡭ䛧䛖䜛ሗ䛛䜙䠈≧ἣ䜢ṇ䛧䛟⌮ゎ䛩䜛䛜
䛷䛝䜛䠊䠄Ẽ䛵䛝῝䜑䜛ຊ䠅㻌
タၥ䠎䠖⋡ඛ䛧䛶⮬䜙ᑐᛂ䛧䛯䜚䠈࿘ᅖ䛾༠ຊ䜢௮䛔䛰䜚
䛩䜛䛜䛷䛝䜛䠊䠄㋃䜏ฟ䛩ຊ䠅㻌
タၥ䠏䠖⮬ศ䛾ᛮ䛔䜔⪃䛘䜢ゝⴥ䛷ఏ䛘䠈ே䛾ヰ䜢⪺䛟
䛜䛷䛝䜛䠊䠄ఏ䛘ྜ䛖ຊ䠅㻌
タၥ䠐䠖ᵝ䚻䛺䜰䜲䝕䜰䜢ฟ䛧䠈䛭䛾୰䛛䜙᭱ၿ䛾⟇䜢
㑅ᢥ䛩䜛䛜䛷䛝䜛䠊䠄ᛮ䛔ᥥ䛟ຊ䠅㻌
タၥ䠑䠖௰㛫䜢㢗䜚䠈༠ാ䛧䛶⾜ື䛩䜛䛜䛷䛝䜛䠊㻌
䠄ಙ䛨ྜ䛖ຊ䠅㻌
タၥ䠒䠖ᅔ㞴䛺≧ἣ䛻䛒䛳䛶䜒䠈௰㛫䛸ඹ䛻᭱ၿ䜢ᑾ䛟
䛩䛜䛷䛝䜛䠊䠄䜔䜚ᢤ䛟ຊ䠅㻌
䛭䛧䛶䠈ᅗ䠎䛻ᅇ⟅⤖ᯝ䜢♧䛩䠊䛹䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛻㛵䛧䛶
䜒䠈WS ᚋ䛾䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ⟅䛷䛿䠈䛂䛛䛺䜚䛃䛒䜛䛔䛿䛂䜎䛒䜎
䛒䛃䛸ᅇ⟅䛧䛯ཧຍ⪅䛜ቑຍ䛧䛯ୖ䠈䛔䛪䜜䜒 90%௨ୖ䛷䛒
䛳䛯䠊䛧䛯䛜䛳䛶䠈䜋䛸䜣䛹䛾ཧຍ⪅䛾యⓗ䛺ᑐᛂຊ䛜㧗
䛔Ỉ‽䜎䛷ྥୖ䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌
䜎䛯䠈ᅗ䠏䛻䛿ᖺ௦ู䛾ᅇ⟅ゎᯒ⤖ᯝ䜢♧䛩䠊ᅗ䠏䛿䠈䜰
䞁䜿䞊䝖䛾ᅇ⟅᪉ἲ䛻⏝䛔䛯䝸䝑䜹䞊䝖ᑻᗘ䛻䜘䜛ᅇ⟅䜢䛭
䛾䜎䜎 1䡚5 䝫䜲䞁䝖䛻ኚ䠄䛝䛔䜋䛹Ⰻዲ䠅䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䠊
ᖺ௦ู䛷ẚ㍑䛧䛶䜏䜛䛸䠈ᖺ㱋䛜ప䛔ཧຍ⪅⛬䠈ྛ㠀ㄆ▱
⬟ຊ䛻ྥୖ䛜ぢ䜙䜜䛯䠊㻌
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WS 䛾ᐇ๓䛻䛿ᵝ䚻䛺⤒㦂್䛜㧗䛔䜋䛹䠈㠀ㄆ▱⬟ຊ
䛜㧗䛔ഴྥ䛻䛒䜛䛸ண䛧䛯䛜䠈⤖ᯝ䛿ᴫ䛽ண㏻䜚䛸䛺䛳
䛯䠊䜎䛯䠈ྠ䛨䜘䛖䛺䛸䛧䛶㞷ᅜᅾఫᖺᩘ䛜▷䛔ཧຍ⪅䜋
䛹㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾ྥୖ䛜ぢ䜙䜜䠈㛗䛔ཧຍ⪅䛿ඖ䛛䜙䛾⬟ຊ
䛜㧗䛔䛜ศ䛛䛳䛯䠊ᖺ௦䛻䜘䜛⤒㦂್䜔㞷䛻㛵䛩䜛⤒㦂
್䠄㞷ᅜᒃఫᖺᩘ䠅䛜䛝䛔䜋䛹ඖ䚻䠄WS ๓䠅䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ
䛜㧗䛟䠈䛭䜜䜙䛾⤒㦂್䛜ప䛔䜋䛹䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS ᡭἲ
䛻䜘䜛యⓗ䛺ᑐᛂຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛ຠᯝ䛜䛝䛔ഴྥ䛜ぢ
䜙䜜䛯䠊䛣䛾ຠᯝ䛻䜘䛳䛶䠈⤒㦂䛻㛵ಀ䛺䛟䛂୍ᯛ䛾┿䛃
WS ᚋ䛾ྛ㠀ㄆ▱⬟ຊ䛜䜋䛸䜣䛹ྠỈ‽䜎䛷ྥୖ䛧䛯䠊㻌
㻌 䜎䛯䠈䜰䞁䜿䞊䝖䛾⮬㌟䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛾タ
ၥ䛷䛿䠈⣙༙ᩘ䛾ཧຍ⪅䛜㐣ᑠ/㐣ホ౯䛧䛶䛔䛯䛸䛔䛖⤖
ᯝ䛸䛺䛳䛯䠊䛴䜎䜚䠈⮬㌟䛾⬟ຊ䜢ṇ䛧䛟ᢕᥱ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺
䛳䛯䛸䛔䛘䠈WS 䛻䛿⮬㌟䛾⬟ຊ䛾䛪䜜䛻Ẽ䛵䛟䛜䛷䛝䜛
ຠᯝ䛜䛒䜛䛸䛔䛘䜛䠊䛣䛣䛷䠈⮬㌟ࡢ⬟ຊࡢࢬࣞ WS ୰

㻌 ⾲䠍䜘䜚䠈ྛ⬟ຊ䛾య䛾ྥୖᗘ䛜 0.88 䝫䜲䞁䝖䛷䛒䛳䛯
䛾䛻ᑐ䛧䠈⮬㌟䛾⬟ຊ䜢㐣ᑠホ౯䛧䛶䛔䛯ே䛿 㼃㻿 ᚋ䛾䛂㋃
䜏ฟ䛩ຊ䛃䛾䝇䝁䜰䛜ᖹᆒ䛷 1.33 䝫䜲䞁䝖ྥୖ䛧䛶䛚䜚䠈㐣
ホ౯䛧䛶䛔䛯ே䛿㼃㻿ᚋ䛾䛂ಙ䛨ྜ䛖ຊ䛃䛾䝇䝁䜰䛜ᖹᆒ䛷
1.27 䝫䜲䞁䝖ྥୖ䛧䛶䛔䛯䛜䜟䛛䛳䛯䠊㻌
㻌
䠒䠊⤖ゝ㻌
ᮏ◊✲䛷䛿䠈ࡑࡢሙࡢ≧ἣ࡛ྲྀࡾ࠼ࡿ᭱ၿࡢ⟇ࢆᐃ

ࡵ࡚⾜ືࡍࡿࡓࡵ㸪
㜵⅏ࡘ࠸࡚ഐほ⪅ࡽᙜ⪅㸪
ᙜ⪅ࡽయᘬࡁୖࡆࡿⅭᥦၐࡉࢀࡓࠕ㜵⅏࣡
ࢡࢳࣥ㼹ࠖ࠸࠺᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆලయࡋࡓࠕ୍ᯛࡢ┿ࠖ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦WS㸧ྡࡅࡓ WS ᡭἲࢆ⪃ࡋ
ࡓ㸬ࡇࢀࡼࡾ㸪ࡑࡢሙࡢ≧ἣ࡛ྲྀࡾ࠼ࡿ᭱ၿࡢ⟇ࢆ
ᐃࡵ࡚⾜ືࡍࡿࡓࡵ㸪ᚲせ⪃࠼ࡓ㠀ㄆ▱⬟ຊ࡛࠶
ࡿయⓗ࡞ᑐᛂຊࡢᾰ㣴ࢆᅗࡗࡓ㸬 ຠᯝ䛻䛴䛔䛶䛿䠈

Ẽ࡙࠸ࡓሙྜ㸪ཧຍ⪅ࡢព㆑ࡸ⾜ືࡀ௨ୗࡢࡼ࠺
ኚࡍࡿ⪃࠼ࡓ㸬ࡇࢀࡽࢆ WS ๓ࡢయⓗ࡞ᑐᛂຊ
ᑐࡍࡿ౯ホูࡢࠕ㋃ࡳฟࡍຊࠖࠕಙࡌྜ࠺ຊࠖࡢ
ࢫࢥࡢᖹᆒྥୖᗘࡼࡾ☜ㄆࡋࡓ㸦⾲㸯㸧
㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪
ࠕ㋃ࡳฟࡍຊࠖࠕಙࡌྜ࠺ຊࠖࡢ WS ᚋࡢᖹᆒࢫࢥ
ࡽ WS ๓ࡢࢫࢥࢆᘬ࠸ࡓᕪࢆᖹᆒྥୖᗘࡋࡓ㸬

WS ๓ᚋ䛻ཧຍ⪅䛻ᐇ䛧䛯䜰䞁䜿䞊䝖䛻䜘䜚䛭䛾᭷ຠᛶ䜢
᳨ド䛧䛯䠊䛭䛾⤖ᯝ䠈ཧຍ⪅䛻యⓗ䛺ᑐᛂຊ䛾ྥୖ䛜ぢ
䜙䜜䠈䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS 䛻䛿యⓗ䛺ᑐᛂຊ䜢㣴䛖୍ᐃ䛾
᭷ຠᛶ䛜䛒䜛䛜☜ㄆ䛷䛝䠈⮬㌟䛾㠀ㄆ▱⬟ຊ䛾ㄆ㆑䛾䝈
䝺䛻Ẽ䛵䛟ຠᯝ䛜䛒䜛䜒☜ㄆ䛷䛝䛯䠊㻌
㻌
㻣䠊ㅰ㎡㻌
ᮏ◊✲䛿ᮾி㟁ຊ䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇ᰴᘧ♫䛸䛾ඹྠ◊
✲䛷ᐇ䛥䜜䛯䠊㜵⅏䝽䜽䝏䞁㻌 㼃㻿 䝖䝷䜲䜰䝹䛾㛤ദ䛻䛒䛯
䜚䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛯᪂₲┴䠈༡㨶ᕷ䠈୰㉺㜵⅏Ᏻ᥎㐍
ᶵᵓ䠈ᮾி㟁ຊ䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾䝇ᰴᘧ♫䠈ᮾ᪥ᮏ㧗㏿㐨
㊰ᰴᘧ♫᪂₲ᨭ♫䠈ᮾ᪥ᮏ㟁ಙ㟁ヰᰴᘧ♫᪂₲ᨭ♫
䛾㛵ಀ⪅ྛ䠈䜰䞁䜿䞊䝖䛻䛤༠ຊ䛔䛯䛰䛔䛯ཧຍ⪅䛾ⓙ
ᵝ䛻䛣䛾ሙ䜢䜚䛶䠈῝䛟ᚚ♩⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䠊㻌
㻌
㻌
ᩥ⊩㻌
ᅗ䠐㻌 ⮬㌟䛾⬟ຊ䜢㐣ᑠ㻛㐣ホ౯䛧䛶䛔䛯ே䛾ព㆑䞉⾜ື䛾ື⥺㻌
[1] ෆ㛶ᗓ䠈ᗈሗㄅ䛂䜌䛖䛥䛔䛃 1 ᭶ྕ䠄➨ 55 ྕ䠅䠈2009/01䠈
㻌
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h21/01/specia
⾲䠍㻌 ホ౯ู䛾䛂㋃䜏ฟ䛩ຊ䛃ཬ䜃䛂ಙ䛨ྜ䛖ຊ䛃䛾ྥୖᗘ㸦n=31㸧㻌
l_01.html䠊
[2]㻌 ୰ᒣⰾ୍䠈2018 ᖺ11 ᭶21 ᪥䠈Ꮫຊ䝔䝇䝖䛷䛿 䜜䛺䛔
ࠕ ㋃ ࡳ ฟ ࡍ ࠕಙࡌྜ࠺ຊࠖ
WS ๓ࡢ⮬㌟ࡢ
㠀ㄆ▱⬟ຊ䛜Ꮚ౪䜢ఙ䜀䛩䠈ᮾி᭩⡠ᰴᘧ♫䠈p14䠈
ຊࠖࡢࢫࢥ ࡢࢫࢥࡢᖹᆒ
యⓗ࡞ᑐᛂຊ
p86.
ࡢᖹᆒྥୖᗘ ྥୖᗘ
[3]㻌 ୖᮧ㟹ྖ䠈㜵⅏άື䛻䛚䛡䜛యᛶ⋓ᚓ䝥䝻䝉䝇䛻㛵
㐣ᑠホ౯ࡋ࡚࠸ࡓே
1.33
0.67
䛩䜛⪃ᐹ䠈᪥ᮏ⅏ᐖሗᏛ ➨ 21 ᅇᏛண✏㞟䠈
㸦1 or 2 ᅇ⟅㸧
pp170-171.
ጇᙜ࡛࠶ࡗࡓᅇ⟅
[4]㻌
ୖᮧ㟹ྖ䠈༠ാ㝖㞷䜢㏻䛨䛯ᆅᇦ䛾యᛶᾰ㣴㐣⛬䛻
ࡋࡓே
0.87
0.87
㛵䛩䜛⪃ᐹ䠈᪥ᮏ⅏ᐖሗᏛ ➨ 22 ᅇᏛண✏
㸦3 ᅇ⟅㸧
㞟䠈pp73-74.
㐣ホ౯ࡋ࡚࠸ࡓே
[5]㻌
ᏳᏞ࿘䠈ୖᮧ㟹ྖ䠈Ọ⏣ຊஓ䠈ྜྷ⃝ཌᩥ䠈ᮡཎᖾಙ䠈ఫ
ࡋ࡚࠸ࡓே㸦4 or 5 
1.00
1.27
Ẹ䛾⅏ᐖ䛾ᑐᛂຊ䜢㣴䛖䛂୍ᯛ䛾┿䛃WS ᡭἲ䛾ᥦ
ᅇ⟅㸧
䠈ᐮᆅᢏ⾡䝅䞁䝫䝆䜴䝮 ➨ 37 ᅇㄽᩥሗ࿌㞟䠈
యᖹᆒ
0.88
0.88
pp259-264.
㻌
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㐨㊰㝖㞷䛻ᑐ䛩䜛ఫẸ䛾せᮃ䞉ⱞ䛾䝔䜻䝇䝖䝬䜲䝙䞁䜾ศᯒ㻌
㻌
1

䚽▼ᕝ㈗ 䞉⏣୰❶႐ 2䞉ୖᮧ㟹ྖ 3䞉ᮡཎᖾಙ 3㻌
䠄1䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛᕤᏛ㒊㻌 2䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㻌 ᶵᲔ㐀ᕤᏛᑓᨷ㻌 3䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ䠅㻌

㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
᪥ᮏ᭷ᩘ䛾㒔ᕷ䛷䛒䜚䛺䛜䜙䠈ከ㔞䛾㞷䛜㝆䜛ᮐᖠᕷ䛿
Ꮨ䛾⤒῭䛸ᕷẸ䛾⏕ά䜢ᨭ䛘䜛䛯䜑䛻㞷ᑐ⟇䛻䛝䛺ண
⟬䜢㈝䜔䛧䛶䛔䛶䠈䛭䛾㢠䛿ᖺ㛫 200 ൨䛻䜒ཬ䜆䠊1)୍᪉䠈
ᕷẸ䛛䜙䛾㝖㞷䛻ᑐ䛩䜛せᮃ䞉ⱞ௳ᩘ䛿䠈ẖᖺᖹᆒ䛧
䛶 2  5 ༓௳䠈ከ䛔ᖺᗘ䛷䛿 4 ௳௨ୖ䛻䛾䜌䜛䠊ᮏ◊✲
䛷䛿ᐇ㝿䛻ᕷẸ䛛䜙ᐤ䛫䜙䜜䛯せᮃ䞉ⱞ䜢ศᯒ䛧䠈ᮐᖠ
ᕷẸ䛜┤㠃䛧䛶䛔䜛㝖㞷䛾ᅔ䜚䜈䛾⌮ゎ䜢῝䜑䜛䠊䛭
䛧䛶䠈ㄢ㢟䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛷䠈ఫẸ䛸⮬య䛜䛔䛻⣡ᚓ
䛷䛝䜛㝖㞷䛾䛒䜚᪉䛾ᥦ䜢┠ᣦ䛩䠊㻌
䠎䠊᪉ἲ㻌
ᮐᖠᕷ䛻ᐤ䛫䜙䜜䛯せᮃ䞉ⱞ䜢ศᯒ䛩䜛᪉ἲ䛸䛧䛶䠈䝔
䜻䝇䝖䝬䜲䝙䞁䜾䜢⏝䛔䛯䠊䝔䜻䝇䝖䝬䜲䝙䞁䜾䛸䛿⮬↛ゝㄒ
ゎᯒ䛾୍ᡭἲ䛷䠈ᩥ❶䜢༢ㄒ䜔ᩥ⠇䛻ศ䛧䠈䛭䜜䜙䛾ฟ
⌧㢖ᗘ䜔┦㛵㛵ಀ䜢ศᯒ䛩䜛䛣䛸䛷᭷┈䛺ሗ䜢ᢳฟ䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈䝔䜻䝇䝖䝬䜲䝙䞁䜾䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛷
䛒䜛 KH-coder 䜢⏝䛔䠈༢ㄒฟ⌧㢖ᗘ⾲䛸ඹ㉳䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠈
ᑐᛂศᯒ䛛䜙ᖹᡂ 26 ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ 28 ᖺᗘ䛾 3 ᖺᗘศ䛾ᮐ
ᖠᕷ䛾せᮃ䞉ⱞ䜢ศᯒ䛧䛯䠊㻌
䠏䠊ศᯒ⤖ᯝ㻌
䠏䠊䠍㻌 ᢳฟㄒ㻌
3 ᖺᗘศ䛾せᮃ䞉ⱞ䝕䞊䝍䛻䛚䛡䜛༢ㄒฟ⌧㢖ᗘ⾲(ୖ
 10 ༢ㄒ)䜢⾲ 1 䛻♧䛩䠊䛭䜜䛮䜜䛾ᖺ䛾ฟ⌧ᅇᩘ䛜ከ䛔
ㄒ䛿䜋䜌ඹ㏻䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䠈ẖᖺྠ䛨䜘䛖䛺せᮃ䞉ⱞ䛜
ᐤ䛫䜙䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊ヲ⣽䛺༢ㄒ䜢ぢ䜛䛸䠈3 ᖺ㛫ඹ
㏻䛧䛶䛂ᐙ䛃䛂๓䛃䛂⨨䛟䛃䛂㛫ཱྀ䛃䛸䛔䛳䛯ㄒ䛜ከ䛟ฟ⌧䛧䛶䛔䜛
䛣䛸䛜ศ䛛䜛䠊䛣䛾䛣䛸䛛䜙䠈ᐙ䛾๓䛾㝖㞷䛻㛵䛩䜛せᮃ䞉ⱞ
䛜ከ䛟ᐤ䛫䜙䜜䛶䛔䜛䛸᥎ 䛷䛝䜛䠊㻌 䜎䛯䠈䛂䝄䜽䝄䜽䛃䛸
䛔䛖༢ㄒ䛿ᖹᡂ 27 ᖺᗘ䛾㢖ฟㄒ䛻ฟ⌧䛧䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛛䜙䠈
ᖹᡂ 27 ᖺᗘ䛿㞷䛾≧ែ䜔㐨㊰≧ἣ䛜䛾ᖺ䛸䛿␗䛺䛳䛶
䛔䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌
㻌
⾲䠍㻌 ༢ㄒฟ⌧㢖ᗘ⾲䠊㻌
ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
㞷
㻣㻤㻣㻝
ḧ䛧䛔
㻣㻡㻥㻞
㝖㞷
㻡㻝㻝㻢
⨨䛟
㻠㻜㻤㻤
๓
㻟㻡㻣㻢
䝄䜽䝄䜽
㻟㻡㻡㻡
㌴
㻟㻝㻥㻤
㐨㊰
㻞㻣㻢㻠
㛫ཱྀ
㻞㻞㻣㻟
ᐙ
㻝㻥㻜㻞

ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
㞷
㻡㻞㻥㻜
ḧ䛧䛔
㻟㻤㻝㻠
㝖㞷
㻟㻢㻝㻥
⨨䛟
㻟㻝㻜㻡
๓
㻞㻞㻠㻡
㛫ཱྀ
㻝㻞㻤㻥
ᐙ
㻝㻝㻥㻟
㌴
㻝㻜㻥㻠
㞷ᒣ
㻝㻜㻤㻤
Ṍ㐨
㻝㻜㻢㻤
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ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ
ᢳฟㄒ ฟ⌧ᅇᩘ
ḧ䛧䛔
㻣㻢㻣㻣
㞷
㻣㻟㻠㻥
㝖㞷
㻡㻟㻤㻜
๓
㻟㻥㻤㻥
⨨䛟
㻟㻥㻟㻥
㌴
㻟㻡㻥㻥
㐨㊰
㻞㻥㻢㻠
䝄䜽䝄䜽
㻞㻤㻣㻝
㞷
㻞㻝㻤㻟
Ṍ㐨
㻞㻝㻜㻠 㻌

䠏䠊䠎㻌 ඹ㉳䝛䝑䝖䝽䞊䜽㻌
䝔䜻䝇䝖䝕䞊䝍ෆ䛻䛚䛔䛶䛒䜛ㄒ䛸䛾ㄒ䛜୍⥴䛻ฟ⌧
䛩䜛䛣䛸䜢ඹ㉳䛸䛔䛔䠈ඹ㉳䛩䜛ㄒ䜢⥺䛷⤖䜣䛰䜒䛾䜢ඹ㉳
䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛸䛔䛖䠊ඹ㉳䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ㄞ䜏᪉䛸䛧䛶䠈䛾
䛝䛥䛿ㄒ䛾ฟ⌧㢖ᗘ䠈䜢⤖䜆⥺䛾ኴ䛥䛿㛵㐃䛾ᙉ䛥䜢♧
䛩䠊ఝ䛯ฟ⌧䝟䝍䞊䞁䛾ㄒ䛿ྠ䛨Ⰽ䛾䛷Ⰽศ䛡䛥䜜䜛䠊㻌
ᮐᖠᕷయ䛻䛚䛡䜛ᖹᡂ26 ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ28 ᖺᗘ䛾 3 ᖺ
ᗘศ䛾せᮃ䞉ⱞ䛾ඹ㉳䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᅗ 1 䛻♧䛩䠊ᅗ 1 䜘䜚䠈
ᮐᖠᕷ䛻䛿⮬Ꮿ๓䛾㝖㞷䛻㛵䛩䜛䛣䛸䠈㐨㊰≧ἣ䛻㛵䛩䜛
䛣䛸䠈◁⟽䛻㛵䛩䜛䛣䛸䠈ᕪⅬ䜔㐨ゅ䛾㝖㞷䛻㛵䛩䜛䛣䛸䠈
⌧ᆅ☜ㄆ䛾せᮃ䞉ⱞ䛜ᐤ䛫䜙䜜䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌

㻌
ᅗ䠍㻌 ᮐᖠᕷ䛾せᮃ䞉ⱞ䛾ඹ㉳䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠊㻌

㻌
䠐䠊⤖ゝ㻌
ᮏ✏䛷䛿䝔䜻䝇䝖䝬䜲䝙䞁䜾䛻䛚䛔䛶⏝䛔䜙䜜䜛༢ㄒฟ
⌧㢖ᗘ⾲䛸ඹ㉳䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᅗ䜢⏝䛔䛶䠈ᖹᡂ26 ᖺᗘ䛛䜙ᖹ
ᡂ28 ᖺᗘ䛻ᮐᖠᕷ䛻ᐤ䛫䜙䜜䛯せᮃ䞉ⱞ䛾ศᯒ䜢⾜䛳䛯䠊
ศᯒ⤖ᯝ䜘䜚䠈ᮐᖠᕷ䛻ከ䛟ฟ⌧䛧䛶䛔䛯せᮃ䞉ⱞ䛸䛧䛶
䛂ᐙ䛾๓䛾㝖㞷䛃䛜䛒䜛䠊䛜䠈㏆ᖺ䛾㞷䜔㧗㱋䠈㝖㞷
䛻㛵䜟䜛ேᡭ㊊䛺䛹䛻䜘䜚䠈ᚑ᮶䛾㝖㞷䛾⤌䜏䜢ᣢ
⥆䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛿ᅔ㞴䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊⮬య䛸ఫẸ䛜䛔䛻
Ṍ䜏ᐤ䛳䛶ヰ䛧ྜ䛔䠈ඹ㏻ㄆ㆑䜢㔊ᡂ䛩䜛䠊䛭䛧䛶䠈⣡ᚓ䛷
䛝䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᥦ䠈⥅⥆䛩䜛ᆅ㐨䛺✚䜏㔜䛽䛜㔜せ䛷䛒
䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌
㻌
ᩥ⊩㻌
1)ᮐᖠᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ (2022 ᖺ 4 ᭶ 22 ᪥㜀ぴ)㸸㞷ᑐ⟇㈝
ᐇ⦼㸪
https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/library/budget.html㸬
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✚㞷ࡀ㌴୧㉮⾜ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ㉮⾜ホ౯
㻌
む㐨㻌 ⏤㑻 1㻌 䞉ୖ▼㻌  2㻌 䞉㻌 ୰ᮧ㻌 ୍ᶞ 2 䞉㻌 ⇃㻌 ಇ㑻 1㻌
䠄1䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㻌 Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㻌 2䠖㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㻌 㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊㻌 䠅㻌
㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
2020 ᖺ 12 ᭶ 14 ᪥䛛䜙 17 ᪥䛻䛛䛡䛶䠈ୖ✵⣙ 5500m 䛻
ịⅬୗ 30℃௨ୗ䛾ᙉ䛔ᐮẼ䛜ὶ䜜㎸䜏䠈᭱✚㞷῝
180cm䠈㛫᭱㝆㞷㔞 11䠿䡉䜢グ㘓䛧䛯䠊䛣䛾㞷䛿䠈E17
㛵㉺⮬ື㌴㐨䛻㞟୰㝆㞷䜢䜒䛯䜙䛧䠈❧䛱 ⏕䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠊
᭱2100ྎ䛾つᶍ䛺㌴୧␃䛾ゎᾘ䛻䛿3᪥䜢せ䛧䛯䠊
䛣䛾❧ ⏕䛻䜘䜚ேཬ䜃⏕άάື䜈䛾㞀ᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠊
䜎䛯≀ὶ䛜䛳䛯䛣䛸䛻䜘䛳䛶䠈♫⤒῭䛻⏒䛺䜛ᙳ㡪䜢
ཬ䜌䛧䛯䠊❧䛱 ⏕䛾㉳ᅉ䛸䛺䛳䛯ᆺ㌴୧䛿䠈12 ᭶ 16 ᪥
䛾 17  50 ศ㡭䛻㛵㉺⮬ື㌴㐨㻌 ሷἑ▼ᡴ䠥䠟㏆䛾ୖ䜚㌴
⥺䛻䝏䜵䞊䞁ᮍ╔䛻䜘䜚❧䛱 ⏕䛜ጞ䜎䛳䛯䛸䛥䜜䠈ྠ᪥
22 㡭䛻ἑ䠥䠟䛛䜙㛵㉺䝖䞁䝛䝹㛫ୗ䜚㌴⥺䛻䛚䛔䛶䜒
ᆺ㌴୧䛾䝇䝍䝑䜽䛜ཎᅉ䛷❧䛱 ⏕䛜Ⓨ⏕䛧䛯䠊䛣䛾䜘䛖䛻䠈
㐨㊰ୖ䛻✚㞷䛩䜛㞷䛿䝇䝍䝑䜽䛾ཎᅉ䛸䛺䜚䠈㌴୧㉮⾜䛻༴
㝤䜢ཬ䜌䛩䛯䜑䠈༴㝤䛸䛺䜛✚㞷῝䜢᳨ド䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䠊
ᮏ◊✲䛷䛿䠈䛹䛾䛟䜙䛔䛾✚㞷῝䛻䛚䛔䛶㌴୧䛜䝇䝍䝑䜽
䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈㌴✀䛸䝍䜲䝲✀ู䜢༊ู䛧䠈✚
㞷㐨㊰䛻㌴୧䜢㉮⾜䛥䛫䝇䝍䝑䜽䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䛾ᐇ㦂䜢
ᐇ䛧䛯䠊
㻌
䠎䠊㉮⾜ヨ㦂䛾᪉ἲ㻌
䠎䠊䠍㻌 ✚㞷㐨㊰䛾స〇㻌
㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㻌 㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊๓䛾ᆏ䛻䠈
ᑠᆺ䝻䞊䝍䝸䞊㝖㞷ᶵ䜢⏝䛧䛶㐨㊰⬥䛾✚㞷䠄䝄䝷䝯㞷䠅䜢
ᩓᕸ䛧䠈ᩚᆅ䛧䛯䠄ᅗ䠅䠊ᩓᕸ⠊ᅖ䛿䠈⦪6m䠈ᶓ3.5m 䛸䛧䛶
䛭䜜䜢㉮⾜ሙᡤ䛸䛧䛯䠊ᩓᕸ䛧䛯✚㞷῝䛿ഴᩳ 2°䛸 4°䛾ᆏ
䛻 20cm ⛬ᗘ䜢ᩓᕸ䛧䛯ᚋ䠈4°䛾ᆏ䛷䛿 20cm 䛾ヨ㦂ᚋ䠈
10cm 䛾✚㞷㠃䜢సᡂ䛧䠈㉮⾜ヨ㦂䜢⾜䛳䛯䠊
㻌

䠎䠊䠎㻌 ᐃ᪉ἲ㻌
䠎䠊䠎䠊䠍㻌 ✚㞷῝㻌
㊰㠃ୖ䛻ᩓᕸ䛧䛯㞷䛾✚㞷῝䛿䠈 㔞⏝䛾䝇䝍䝑䝣䜢⏝
䛔䛶ィ 䜢⾜䛳䛯䠊⦪䠈ᶓ 1㼙 䛚䛝䛻✚㞷῝䛾 ᐃ䜢⾜䛔䠈
䛭䜜䜢ᖹᆒ䛧䛯䜒䛾䜢✚㞷㐨㊰䛾✚㞷῝䛸䛧䛯䠊㻌
䠎䠊䠎䠊䠎㻌 ✚㞷ᐦᗘ㻌
✚㞷ᐦᗘ䛿䠈䝇䝜䞊䝃䞁䝥䝷䞊䜢⏝䛔䛶᥇ྲྀ䛧䛯䝃䞁䝥
䝹䛾㔜㔞䛸య✚䛛䜙ồ䜑䛯䠊✚㞷ᐦᗘ䛿䠈㌴୧㉮⾜๓䠈㌴
୧㉮⾜ᚋ䛻 ᐃ䜢⾜䛳䛯㻌
䠎䠊䠎䠊䠏㻌 ✚㞷◳ᗘ㻌
✚㞷◳ᗘ䛿䠈䝥䝑䝅䝳䝥䝹䝀䞊䝆䜢⏝䛔䛯䠊䝥䝑䝅䝳䝥䝹
䝀䞊䝆䛿䠈䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖╔䛾ඛ➃䛾┤ᚄ䛿 15mm䠈䜰
䝍䝑䝏䝯䞁䝖䜢እ䛧䛯㝿䛾ඛ➃䛾┤ᚄ䛿5mm 䛾䜒䛾䜢⏝䛧
䛯䠊◳ᗘ ᐃ䛷䛿䠈✚㞷㠃䛛䜙 2cm 䜎䛷ᢲ䛧㎸䜣䛰㝿䛾್
䛸䛧䛯䠊 ᐃ್䜢䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖᩿㠃✚䛷㝖䛧䛯䜒䛾䜢ᅽຊ䛸
䛧䛶⟬䛧䠈䛭䜜䜢✚㞷◳ᗘ䛸䛧䛯䠊㻌
✚㞷㐨㊰䛾✚㞷䛿䠈㌴୧㉮⾜๓䛸㌴୧㉮⾜ᚋ䛾䝽䝎䝏䛻
䛚䛡䜛✚㞷◳ᗘ䜢 ᐃ䛧䛯䠊㌴୧㉮⾜๓䛿䠈䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖
䜢╔䛧䛯䜒䛾䜢⏝䛧䠈㌴୧㉮⾜ᚋ䛾䝽䝎䝏䛾✚㞷䛿䜰䝍
䝑䝏䝯䞁䝖䜢እ䛧䛯䜒䛾䜢⏝䛧䛯䠊㻌
䠎䠊䠎䠊䠐㻌 ✚㞷㠃䛾ᦶ᧿ಀᩘ㻌
✚㞷㐨㊰䛾ᦶ᧿ಀᩘ䛾ィ 䛻䛿䠈䜰䝯䝸䜹䞁䝇䝸䝑䝥䝯䞊
䝍䞊䜢⏝䛔䛯䠊䜰䝯䝸䜹䞁䝇䝸䝑䝥䝯䞊䝍䞊䜢✚㞷㠃䛾ୖ䛻᥋
ᆅ䛥䛫䛯ᚋ䠈Ỉᖹ䛾ຊ䜢ᚎ䚻䛻ຍ䛘䛺䛜䜙ᘬ䛳ᙇ䜚䠈䜰䝯䝸
䜹䞁䝇䝸䝑䝥䝯䞊䝍䞊䛜ື䛔䛯▐㛫䛾್䜢ᦶ᧿ಀᩘ䛸䛧䛯䠊
ᦶ᧿ಀᩘ䛿䠈㌴୧㉮⾜๓䛾✚㞷㠃䛸㌴୧㉮⾜ᚋ䛾ᅽᐦ䛥䜜
䛯✚㞷㠃䛻䛚䛔䛶ィ 䜢⾜䛳䛯䠊㻌
䠎䠊䠎䠊䠑㻌 ㌴୧㉮⾜㻌
⏝䛧䛯㌴୧䛾ᴫせ䜢䠄⾲䠅䛻♧䛩䠊⏝䛧䛯㌴୧䛿䠈
᪥⏘㻌 䝰䝁㻌 DBA-MG33S䠈䝖䝶䝍㻌 LAND CRUISER PRADO
TX䠈᪥⏘㻌 䜶䜽䝇䝖䝺䜲䝹㻌 DBA-NT32 䜢⏝䛔䛯䠊㉮⾜ヨ㦂
䛿䠈ィ 㻞㻤 ᅇ⾜䛳䛯䠊㻌
㻌
⾲ ᐇ㦂⏝ࡋࡓ㌴୧ࡢᴫせ
㌴✀

㻌

㥑ື᪉ᘧ

ࢱࣖ✀ู

ࣔࢥ

820 kg

FF

ࣀ࣮࣐ࣝࢫࢱࢵࢻࣞࢫ

ࣛࣥࢻࢡ࣮ࣝࢨ࣮

2480 kg

4WD

ࢫࢱࢵࢻࣞࢫ

࢚ࢡࢫࢺࣞࣝ

1510 kg

FF / 4WD

ࢫࢱࢵࢻࣞࢫ

㻌
㌴୧䛾㉮⾜᪉ἲ䛿䠈㏿ 10km ⛬ᗘ䜢㏿䛔㉮⾜䠈㏿
5km ⛬ᗘ䜢㐜䛔㉮⾜䛸䛧䛯䠊✚㞷㐨㊰䛿䠈䝽䝎䝏ୖ䛸䝽䝎䝏
䛷䛺䛔ሙᡤ䜢㉮⾜䛧䛯䠊ホ౯᪉ἲ䛿䠈✚㞷㐨㊰䜢㏻㐣䛩䜛

ᅗ ᑠᆺ㝖㞷ᶵࢆ⏝ࡋࡓ✚㞷㊰㠃సᡂࡢᵝᏊ
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䛛䠈䝇䝍䝑䜽䛧㉮⾜⬟䛾Ṇ≧ἣ䜢ぢ䛶 4 ẁ㝵䛾ホ౯䜢
䛧䛯䠄⾲䠅䠊㻌
⾲ ㉮⾜ホ౯᪉ἲ
ホ౯ࣛࣥࢡ

✚㞷㐨㊰ࡢ㉮⾜≧ἣ

1

๓㍯ࡀࢫࢱࢵࢡࡋ㸪⬺ฟ⬟

2

๓㍯࡛ࢫࢱࢵࢡ

3

✵㌿ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㏻㐣

4

ၥ㢟࡞ࡃ㏻㐣



䠏䠊⤖ᯝ㻌
⾲-3,⾲-4 ྛഴᩳࡢ✚㞷 ᐃ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬⾲-3,⾲-4 ࡛
ࡣ㸪㌴୧㉮⾜ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ✚㞷㐨㊰ࡢഴᩳ 2°࠾ࡅࡿᖹ
ᆒ✚㞷῝ࡣ 20cm㸪ഴᩳ 4°࠾ࡅࡿᖹᆒ✚㞷῝ࡣ 27cm㸪
ഴᩳ 4°ࡢ✚㞷῝ 10cm ࡛⾜ࡗࡓ㸬✚㞷ࡢ≧ែࡣ㸪㉮⾜๓ࡢ
✚㞷ࡢᖹᆒᐦᗘ㸪ᖹᆒ◳ᗘ㸪ᦶ᧿ಀᩘ㉮⾜ᚋࡢᖹᆒᐦᗘ㸪
ᖹᆒ◳ᗘ㸪ᦶ᧿ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬


Ṇࡢࢱࣖࡢ✵㌿≧ἣࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡋࡓ㸬
⾲ ᮲௳ձ䛾㉮⾜⤖ᯝ䛷䛿䠈䝜䞊䝬䝹䝍䜲䝲䛷㏿ᗘ䜢㐜
䛟㉮䛳䛯㝿䠈✚㞷㐨㊰䜢㉮⾜୰䛻Ṇᚋ䠈䝇䝍䝑䜽䜢㉳䛣䛧๓
㐍䛜ྍ⬟䛸䛺䛳䛯䠄ᅗ䠅䠊㉮⾜㏿ᗘ䜢㏿䛟䛧䛯ሙྜ䛷䛿䠈
Ṇ䛩䜛䛣䛸䛺䛟✚㞷㐨㊰䜢㏻㐣䛧䛯䠊䜎䛯䠈䝇䝍䝑䝗䝺䝇䜢
╔䛧䛯䠎㌴✀䛿䠈䝽䝎䝏䛺䛧䜢㏻㐣䛧䛯䠊䛭䛾䛖䛱 1 ㌴୧䛿䠈
㥑ື᪉ᘧ䜢 2WD 䛻タᐃ䛧䠈䝽䝎䝏䛺䛧䜢㉮⾜䛧㏻㐣䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䛯䠊㻌
㻌
⾲ձ࠾ࡅࡿ㉮⾜⤖ᯝ
ऄझ

ۨಊ๏ࣞ

Ϡα

:'

νϢझพ

ଐౕ

ϭξο

ங͏

͵͢
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ଐ͏
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ங͏
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ηνρχϪη

ங͏

͵͢

௪գ



όʖϜϩ

ంࢯয়ସ

ంࢯয়ڱ

௪գ

Ճ




ϧϱέϩ

:'

ηνρχϪη

ங͏

͵͢

௪գ



ΦέηφϪϩ

:'

ηνρχϪη

ங͏

͵͢

௪գ



㻌



⾲ ഴᩳ rࡢ✚㞷ࡢ ᐃ⤖ᯝ

ᖹᆒᐦᗘ
㉮⾜๓ ᖹᆒ◳ᗘ
ᦶ᧿ಀᩘ

568 kg/m3
14.1 kPa
0.65

ᖹᆒᐦᗘ

614 kg/m3

㉮⾜ᚋ ᖹᆒ◳ᗘ
ᦶ᧿ಀᩘ

196.2 kPa
0.46


⾲ ഴᩳ rࡢ✚㞷ࡢ ᐃ⤖ᯝ

ᖹᆒᐦᗘ
㉮⾜๓ ᖹᆒ◳ᗘ
ᖹᆒᦶ᧿ಀᩘ
ᖹᆒᐦᗘ
㉮⾜ᚋ ᖹᆒ◳ᗘ
ᖹᆒᦶ᧿ಀᩘ

623 kg/m3
10.7 kPa

㻌

0.64

ᅗ ㉮⾜㏿ᗘࢆ㐜ࡃࡋࡓࡁࡢࢫࢱࢵࢡ≧ἣ

693 kg/m3
175.7 kPa
0.44

㻌
ḟ䛻䠈㌴୧䛾㉮⾜ホ౯䛾⤖ᯝ䜢♧䛩䠊⾲ 䛻㉮⾜᮲௳䛸
㌴୧䛾㉮⾜ᅇᩘ䜢♧䛩䠊⾲ 䛷䛿䠈3 䝟䝍䞊䞁䛾✚㞷㐨㊰
䛾ヨ㦂䜢⾜䛳䛯䠊㻌
㻌

㻌
⾲ ղ䛾㉮⾜⤖ᯝ䛻䛚䛔䛶䠈䝜䞊䝬䝹䝍䜲䝲䜢╔䛧䛯
㌴୧䛿䠈䛶䛾㉮⾜䛻䛚䛔䛶䝇䝍䝑䜽䛧䛯䠊㉮⾜㏿ᗘ䜢㏿䛟
䛧䛯䛸䛝๓㍯䛜䝇䝍䝑䜽䜢㉳䛣䛧⮬ຊ䛷⬺ฟ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠊䝇
䝍䝑䝗䝺䝇䝍䜲䝲䜢╔䛧䛯㌴୧䛿䠈䝜䞊䝬䝹䝍䜲䝲䜢╔㌴
୧䛸ྠᵝ䛾ᣲື䜢♧䛧䛯䠊㻌
㻌
⾲ ղ࠾ࡅࡿ㉮⾜⤖ᯝ㻌

⾲ ㌴୧ࡢ㉮⾜ᅇᩘ

㉮⾜᮲௳
ձ ഴᩳ r✚㞷῝ FP
ղ ഴᩳ r✚㞷῝ FP
ճ ഴᩳ r✚㞷῝ FP
ྜィ

ऄझ

㉮⾜ᅇᩘ




Ϡα



ϧϱέϩ

㻌
✚㞷㐨㊰㉮⾜䛾ヨ㦂⤖ᯝ䜢⾲⾲⾲ 䛻♧䛩䠊⾲
⾲⾲ ࡛ࡣ㸪㌴✀㸪㥑ື᪉ᘧ㸪ࢱࣖࡢศ㢮㸪㉮⾜㏿
ᗘ㸪㉮⾜ࡍࡿ㝿ࡢ࣡ࢲࢳࡢ᭷↓㸪ࢫࢱࢵࢡࡢṆ≧ែ㸪
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䝏䛾᭷↓䛻䜘䜙䛪䝇䝍䝑䜽䛧䛺䛛䛳䛯䠊ḟ䛻䠈䝷䞁䜽䝹䛾㉮⾜
⤖ᯝ䛸䛧䛶䠈䝽䝎䝏䛜ᙧᡂ䛥䜜䛯ሙᡤ䛿㏻㐣䛧䛯䛜䠈䝽䝎䝏
䛺䛧䜢ప㏿㉮⾜䛧䛯㝿䠈䝍䜲䝲䜢✵㌿䛥䛫䛺䛜䜙㏻㐣䛧䛯䠊
䛭䛧䛶䠈䜶䜽䝇䝖䝺䜲䝹䛾㉮⾜ヨ㦂䛷䛿䠈㥑ື᪉ᘧ䜢 2WD
䛻タᐃ䛧䛧㉮⾜䛩䜛䛸䠈๓㍯䛜䝇䝍䝑䜽䛧㉮⾜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠊
䜎䛯䠈㧗㏿㉮⾜䛻䛚䛔䛶㉮⾜䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛜䠈䝇䝸䝑䝥䜢
㉳䛣䛧㌴䛾ไᚚ䛜ຠ䛛䛺䛟䛺䛳䛯䛯䜑Ṇ䛧䛯䠊䛭䛾ᚋ䠈㥑
ື᪉ᘧ䜢 4WD 䛻ษ䜚᭰䛘䠈䝽䝎䝏䜢㉮⾜䛧㏻㐣䛧䛯䠊

⾲ ճ࠾ࡅࡿ㉮⾜⤖ᯝ㻌
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㻌
㻌
䠐䠊⪃ᐹ㻌
⾲⾲ ࡽ㸪㉮⾜๓ᚋࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿᖹᆒᐦ
ᗘ㸪ᖹᆒ◳ᗘࡣࡁࡃ࡞ࡾ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
㸦⾲㸧
㸬㌴୧㉮⾜ᚋࡣ㸪✚㞷ࡀᅽᐦࡉࢀᐦᗘ㸪◳ᗘࡶ
ࡁࡃ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᦶ᧿ಀᩘࡀᑠࡉࡃ࡞
ࡗࡓせᅉࡣ㸪ᐦᗘ㸪◳ᗘྠᵝ㌴୧ࡀ㉮⾜ࡍࡿࡇࡼ
ࡗ࡚㸪✚㞷ࡀᅽᐦࡉࢀࡓᚋ㸪ࢱࣖࡼࡾᅽ㞷㊰㠃ࢆᙧᡂ
ࡋ㸪ᖹࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

⾲ ㉮⾜๓ᚋ࠾ࡅࡿ ᐃ್ࡢಸ⋡㻌
ங͏

ᐃ㡯┠

͍Ε

௪գ

ձ

ղ

ᐦᗘ
◳ᗘ

 ಸ
 ಸ

 ಸ
 ಸ

ᦶ᧿ಀᩘ

 ಸ

 ಸ




ࣀ࣮࣐ࣝࢱࣖࢆ╔ࡋࡓ㌴୧࠾࠸࡚㸪᮲௳ձղ
ࡢప㏿㉮⾜ࡣ࡚ࡢሙྜ࠾࠸࡚㏻㐣ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ղࡢ㧗㏿㉮⾜ࡘ࠸࡚ࡶ㏻㐣࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
ࡀ㸪ձࡢ᮲௳ࡢࡁ㸪㧗㏿㉮⾜࡛ࡣ✚㞷㐨㊰ࢆ㏻㐣࡛ࡁ
ࡓ㸬ࡇࡢࡇࡽ㸪ࣀ࣮࣐ࣝࢱࣖࢆ╔ࡋࡓሙྜ࡛ࡶ㸪
㧗㏿㉮⾜ࢆ⾜࠼ࡤ㏻㐣࡛ࡁࡿࡀ㸪✚㞷㊰㠃࡛㌴୧ࡀṆ
ࡋࡓ㝿㸪Ⓨ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢢࣜࢵࣉຊࡀ↓ࡃ࡞ࡿࡓࡵࢫ
ࢱࢵࢡࡀⓎ⏕ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪㧗㏿㉮⾜࡛ࡣ㸪ࢢࣜࢵࣉຊࡀప
ୗࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࢫࣜࢵࣉࡍࡿ㸬ࢫࢱࢵࢡࡢせᅉࡋ࡚㸪
Ṇࡋࡓࢱࣖ┤ୗ࡛ࡣ㸪㌴୧㔜㔞ࡼࡾ✚㞷ࡣᅽᐦࡉࢀ
◳㉁ࡋᦶ᧿ಀᩘࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍⯡ⓗ
ࡣ㸪ࣀ࣮࣐ࣝࢱࣖࡢᛶ㉁ୖ㸪㞷㐨ࡸ⤖㊰㠃ࢆ㉮⾜ࡍࡿ
ࡓࡵࡢタィࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪✚㞷㐨㊰࡛ࡣ㸪ࢢࣜࢵࣉ
ຊࡢῶᑡࡼࡿࢫࣜࢵࣉࡢⓎ⏕㸪ࣈ࣮ࣞ࢟ࢫࢱࢵࢻ
ࣞࢫࢱࣖẚ㍑ࡍࡿไື㊥㞳ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࡇࡣ᫂ࡽ
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࡛࠶ࡿ㸬
ࢫࢱࢵࢻࣞࢫࢱࣖࢆ╔ࡋࡓ㌴୧ヨ㦂ࡢ᮲௳ձճ
࠾࠸࡚㸪㥑ື᪉ᘧ 4WD ࡣ㸪࣡ࢲࢳࡢ᭷↓㛵ಀ࡞ࡃ㏻
㐣ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪᮲௳ձ࡛ࡣ 2WD タᐃࡋ㏻
㐣ࡋࡓ㸬ࡋࡋ㸪᮲௳ճࡢ 2WD ࡛ࡣ㸪㏻㐣࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㸬
᮲௳ճ࠾࠸࡚㸪ప㏿㉮⾜ࡣࢫࢱࢵࢡࡢⓎ⏕㸪㧗㏿㉮⾜࡛
ࡣࢫࣜࢵࣉࢆ㉳ࡇࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪4WD  2WD ࡢ㥑ື
ຊࢆẚ㍑ࡍࡿ 2WD ࡣ㥑ືຊࡀᑠࡉࡃ㸪㉮⾜Ᏻᐃᛶࡀప
ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸧
㸬



ᅗ :' ࡛ࡢࢫࣜࢵࣉࡢᵝᏊ


᮲௳ղࡢヨ㦂࠾࠸࡚㸪ࣀ࣮࣐ࣝࢱࣖࢫࢱࢵࢻࣞ
ࢫࢱࣖࢆ╔ࡋࡓ㌴୧ࡀࢫࢱࢵࢡࡋࡓせᅉࡋ࡚㸪✚
㞷῝ࡢ῝ࡉࡀࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬✚
㞷῝ࡀ㌴୧ࡢࢩࣕࢩ࣮ࡢ㧗ࡉࡼࡾ㧗࠸㸪㉮⾜㌴୧
ᗏ㒊㞷ࢆᢪ࠼㎸ࡳ㸪㌴୧ᗏ㒊ࡢᦶ᧿ᢠࡀࡁࡃ࡞ࡿ
ྠ㸪ࢱࣖࡢ᥋ゐᅽࡀᙅࡃ࡞ࡾࢱࣖࡀ✵㌿ࡍࡿ㸬
ࡇࡢࡁ㸪ࢱࣖࡀ✵㌿ࡍࡿ࿘㎶ࡢ㞷ࡣᦶ᧿⇕ࡼࡾ
⁐ࡅࡿࡇࡸ㸪ࢱࣖࡢᅇ㌿㞷ࡀ㣕ἓࡍࡿࡇࡼ
ࡾ㸪㌴యࡀ✚㞷ࡾ㸪ᨭᣢࡉࢀࡓ≧ែ࡞ࡿ㸦ᅗ㸧
㸬



ᅗ ࢫࢱࢵࢡࡢ㞷ࡢ㣕ἓࡢᵝᏊ


᮲௳ղ࡛㏻㐣࡛ࡁࡓ⌮⏤ࡋ࡚㸪ఱᗘࡶ㌴୧ࡀ㉮⾜ࡋ㸪
࣡ࢲࢳࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ࢩࣕࢩ࣮ࡢ㧗ࡉࡲ࡛㌴୧ᗏ㒊᥋ゐ
ࡍࡿ✚㞷ࡀ๐ࡽࢀࡓࡇ࡛ᦶ᧿ᢠࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ㉮⾜ྍ
⬟࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗᅗ㸧
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ᅗ ㌴୧㏻㐣๓ࡢ✚㞷≧ἣ

㸳㸬ࡲࡵ
ᮏᐇ㦂䛻䛚䛔䛶䠈✚㞷㐨㊰䜢㌴୧䛜㏻㐣䛩䜛䛸䠈✚㞷ᐦ
ᗘ䛸◳ᗘ䛿䛝䛟䛺䜚䠈ᦶ᧿ಀᩘ䛿ᑠ䛥䛟䛺䜛䠊㉮⾜ᚋ䛿䝽䝎
䝏䛜ᙧᡂ䛥䜜䜛䛣䛸䛷㌴୧䛾㉮⾜ᛶ䛜ྥୖ䛩䜛䠊䝜䞊䝬䝹䝍
䜲䝲䜢╔䛧䛯ሙྜ䜾䝸䝑䝥ᛶ⬟䛜ప䛔䛯䜑䠈㞷ୖ䜢㉮䜛䛣
䛸䛿ᅔ㞴䛸䛺䜛䠊䛭䛾䛯䜑䠈㝆㞷䛿䠈䝇䝍䝑䝗䝺䝇䜢╔䛩
䜛䛣䛸䛿ᚲ㡲䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜛䠊䜎䛯䠈㥑ື᪉ᘧ䛿 2WD䛸 4WD
ẚ㍑䛩䜛䛸 4WD 䛾᪉䛜㉮⾜Ᏻᐃᛶ䛻ඃ䜜䜛䠊
✚㞷䛜ከ䛔䛸䝇䝍䝑䜽䛾㉳ᅉ䛻䛺䜚䠈䜎䛯䠈໙㓄䛾ᑠ䜔
䝽䝎䝏䛾᭷↓䛿䠈䝇䝍䝑䜽䜔䝇䝸䝑䝥䜢㉳䛣䛩䛝䛺ཎᅉ䛷䛒
䜚㞷ୖ㉮⾜䛻䛚䛔䛶῝䛟㛵䜟䛳䛶䛔䜛䠊䛭䛾䛯䜑䠈✚㞷
10cm 䛾㝿䛻㝖㞷䜢⾜䛖䛣䛸䛿䠈䝇䝍䝑䜽䜢Ⓨ⏕䛥䛫䛺䛔䛯䜑
䛻䛿ጇᙜ䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜛䠊



䠒䠊ᚋ䛾ᒎᮃ㻌
㻌 ᮏᐇ㦂䛷䛿䠈䝄䝷䝯㞷䛷㉮⾜ヨ㦂䜢⾜䛳䛯䛾䛷ᚋ䛾ᐇ
㦂䛷䛿㐪䛖㞷㉁䛷䛾ヨ㦂䜢⾜䛔䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䠊㻌
㻌 䝺䞊䝎䞊䜢⏝䛔䛶㝆㞷≧ἣ䜢ᢕᥱ䛧䠈䝇䝜䞊䝟䝑䜽䛺䛹䜢
⏝䛧䛶䠈㐨㊰ୖ䛺䛹䛻䛹䛾䛟䜙䛔䛾✚㞷䛜䛒䜛䛛ᢕᥱ䜢⾜
䛔䠈㞷㉁ኚ䛷䝇䝍䝑䜽䛩䜛᮲௳䛾ㄪᰝ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛䠊㻌
㻌
㻌


ᅗ ㌴୧㏻㐣ᚋࡢ✚㞷≧ἣ
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9
㝖㞷సᴗဨᕠᅇグ㘓䛻䜘䜛㞷ሐᔂቯ⌧㇟䛾ศᯒ㻌
㻌
Ⱚ㷂ᬛ㈗ 䞉䚽Ώ㑓㤶Ṍ 䞉㭯ぢ❳ஓ 㻞䞉ᒾ㷂ఙ୍ 㻞䞉ᮡཎᖾಙ 3䞉ୖᮧ㟹ྖ 3㻌
1

㻝

䠄1䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㻌 㻌 2䠖㻔ᰴ㻕䝛䜽䝇䝁䞉䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾᪂₲㻌 㻟㻦㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㻌 ᶵᲔ㐀ᑓᨷ䠅㻌

㻌

㻝㻚

䛿䛨䜑䛻㻌

㞷ᆅᖏ࡛ࡣ㸪ᮇ㛫ࡢᏳᐃࡋࡓ㏻☜ಖࡢࡓࡵࡢ㞷
ịᑐ⟇ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾ㸪㐨㊰⟶⌮⪅ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㞷ịᑐ⟇
ࡣࠕ㝖㞷సᴗࠖࠕ㊰㠃ࡢ⤖㜵Ṇᩓᕸసᴗࠖࡢ 2 ✀
ูࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕࠕ㝖㞷సᴗ࡛ࠖࡣࡲࡎ㸪㊰㠃ࡢ✚㞷
῝ࡀ࠾࠾ࡴࡡ 5cm ௨ୖ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪ࣉࣛ࢘ࢆ╔ࡋ
ࡓ㝖㞷ࢺࣛࢵࢡࡸ㝖㞷ࢻ࣮ࢨ㸪㝖㞷ࢢ࣮ࣞࢲࡼࡾ᪂✚
㞷ࢆ㊰⫪ᐤࡏࡿ᪂㞷㝖㞷ࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸬ḟ㸪㊰⫪ᐤࡏ
ࡓ㞷ࡀ㐨㊰ࡢ㌴⥺ࢆᅽ㏕ࡋ࡚ࡃࡿ࣮ࣟࢱࣜ㝖㞷㌴ࢆ⏝
࠸࡚㐨ᖜࢆ☜ಖࡍࡿᣑᖜ㝖㞷ࡀ⾜ࢃࢀ㸪㊰ഃ㞷ࡀ✚ࡳ
ୖࡆࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢసᴗࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿ㸪ࡑࡢ㛫ࡢ⮬
↛✚㞷ࡶຍࢃࡾ㐨㊰ࡢ㊰⫪ࡸ୰ኸศ㞳ᖏ㞷ᒣࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡿ㸬ࡇࢀࡀ㞷ሐࡤࢀࡿ㸬
ሁ✚࣭ᡂ㛗ࡋࡓ㞷ሐࡣᛮ࠸ࡀࡅࡎᔂቯࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾ㸪
㐨㊰ഃᔂቯࡍࡿ㌴⥺ࢆሰࡂ㸪⮬ື㌴ࡢ≀ᦆ⿕ᐖࡸ
㏻ᨾ⧅ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨾࢆᮍ↛
㜵ࡄࡓࡵࡶ㸪㐺ษ࡞ࢱ࣑ࣥࢢ࡛ຠᯝⓗ㞷ሐࢆฎ
⌮ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㞷ሐฎ⌮సᴗࢆᐇࡍ
ࡿࢱ࣑ࣥࢢࡣ⇍⦎ࡋࡓసᴗဨࡢ⤒㦂๎౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ[1]㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㞷ሐฎ⌮ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿᐃ
㔞ⓗ࡞ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪㞷ሐฎ⌮
సᴗࢆຠ⋡ⓗࡘຠᯝⓗᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪⤒㦂
๎ࢆᫎࡋࡓᐃ㔞ⓗ࡞㞷ሐฎ⌮ࡢᐇุ᩿ᇶ‽ࡸ⌧⾜ࡢ
ᡭἲᑐࡍࡿᨵၿ⟇࠾ࡼࡧ᪂ࡓ࡞ฎ⌮ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡣᐇ㝿᪂₲┴ෆࡢ㧗㏿㐨㊰ࡢ㞷ịస
ᴗᚑࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡢ᪥ࠎࡢᴗົࡀグ㘓ࡉࢀࡓ᪥ሗ
ࡸᇵࢃࢀࡓࣀ࢘ࣁ࢘ὀ┠ࡍࡿ㸬᪥ሗ㸦ᕠᅇグ㘓㸧ࢆᇶ
㐣ཤࡢ㞷ሐᔂቯࡢⓎ⏕ഴྥࡘ࠸࡚༊㛫ู㸪᭶ู㸪ᵓ㐀≀
✀ู㸪㐨㊰㐀ᡂ✀ู࡛ศᯒࢆ⾜࠸㸪ᔂቯ⌧㇟ࡀලయⓗ࠸
ࡘ㸪ࡇ࡛㸪ࡢࡼ࠺࡞㢖ᗘ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢࢆㄪᰝࡋ
ࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᚋࡣࡇࡢ⤖ᯝࢆ㞷ሐᔂቯࡸฎ
⌮సᴗ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ⤖ࡧࡅ㸪సᴗဨࡢࣀ࢘ࣁ
࢘ࡢྍどࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ㸬

㻞㻚 㝖㞷సᴗဨ䛾ᕠᅇグ㘓䜢ᇶ䛻䛧䛯ศᯒ㻌
㻞㻙㻝 ศᯒ䛻㐺⏝䛩䜛༊㛫㻌
㧗㏿㐨㊰ࡢ㞷ịసᴗᚑ⪅ࡢ᪥ሗࡣ㸪㞷ᔂࡸ㞷ሐᔂ
ቯࡢⓎ⏕᭷↓ࡸᨾ௳ᩘ࡞ࡢሗ࿌ࡸᘬ⥅ࡂ㡯ࡀグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ࡶ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㞷ሐᔂቯ࣭ฎ⌮㛵
ࡍࡿෆᐜ↔Ⅼࢆ⤠ࡾ㸪㛵㉺⮬ື㌴㐨ࡢෆ㸪≉✚㞷㔞ࡢ
ከ࠸ᆅᇦࢆ⦪᩿ࡋ࡚࠸ࡿỈୖ IC ࡽ㛗ᒸ IC 㛫ࢆศᯒࡢ
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ᑐ㇟༊㛫ࡋࡓ㸬㐣ཤ 7 ᖺᗘศ㸦2013 ᖺᗘࡽ 2019 ᖺ
ᗘ㸧ࡢ㛗ᒸ࠾ࡼࡧἑᴗᡤࡢ᪥ሗࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪㞷ሐ
ᔂቯ࣭ฎ⌮ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿ 209 ௳ࡢ᪥ሗࢆᢳฟࡋࡓ㸬
᪥ሗグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿձࠕୖࡾ/ୗࡾࠖࡸղࠕ/ኪࠖ㸪
ճࠕ୰ศ㸦୰ኸศ㞳ᖏ㸧/㊰⫪ࠖ㸪մࠕKP㸦࣏࢟ࣟࢫࢺ㸧ࠖ
࡞ࡢ㞷ሐᔂቯ㛵ࡍࡿሗࡽ㸪ᔂቯᆅⅬ࠾ࡼࡑࡢ
ᔂቯ㛫ᖏࢆ≉ᐃࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㞷ሐᔂቯ࣭ฎ⌮ࡢ࣮࣮࢟࣡
ࢻ࡛ᢳฟࡋࡓ 209 ௳ࡢ᪥ሗࡢෆ㸪ୖグձ㹼մࡢሗࡀࡍ
࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ሗࡣ 41 ௳࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽ㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪㊰⥺ᅗ㸦ᮾ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ ᡤ᭷㸧ࡸ Google ࣐ࢵࣉࡢ
ࢫࢺ࣮ࣜࢺࣅ࣮ࣗᶵ⬟[2]ࢆά⏝ࡋ㸪ᔂቯᆅⅬࡢࠕᵓ㐀≀✀
ู㸦࣮࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝ/࣮࢞ࢻ࣮ࣞࣝ/ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㜵ㆤᰙ
➼㸧ࠖࡸࠕ㐨㊰㐀ᡂ✀ู㸦ᅵᕤ㒊/ᶫᱱ㒊㸧ࠖࢆ⿵㊊ࡋࡓ㸬

㻞㻙㻞 㐨㊰㐀ᡂ✀ู䛸ᵓ㐀≀✀ู䛻䛴䛔䛶㻌
㛵㉺⮬ື㌴㐨ࡣ㸪ᮾி㒔⦎㤿༊ࡢ⦎㤿 JCT ᪂₲┴㛗
ᒸᕷࡢ㛗ᒸ JCT ࢆ⤖ࡪ㸪㛗ࡀ⣙ 246km ࡢᡂ 4 ㌴⥺༊
㛫㸦∦ഃ 2 ㌴⥺㸧ࡢ㧗㏿㐨㊰࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡛ศᯒ㐺
⏝ࡍࡿࡢࡣ㸪⩌㤿┴ࡳ࡞ࡳ⏫ࡢỈୖ IC ࡽ᪂₲┴㛗ᒸ
ᕷࡢ㛗ᒸ IC 㛫ࡲ࡛ࡢ㸪㛗ࡀ⣙ 104km ࡢ༊㛫࡛࠶ࡿ㸬ࡲ
ࡎ㸪㐨㊰㐀ᡂ✀ูࡘ࠸࡚㏙ࡿ㸬㐨㊰㐀ᡂࡣ㸪㐨㊰ࢆ
ᘓタࡍࡿ㝿ඖࠎࡢᅵᆅࡢᙧࡸ༊⏬ࢆኚ᭦ࡋ࡚ᚲせ࡞≧
ែᩚ࠼ࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬㐨㊰㐀ᡂࡣ✀㢮ࡀ࠶ࡾ㸪㧗㏿㐨
㊰ࡣᅵᕤ㒊㸦┒ᅵ㒊/ษᅵ㒊㸧ᶫᱱ㒊㸪ࢺࣥࢿ࡛ࣝ
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ㸪┒ᅵ㒊ࡣᅵࢆ✚ࡴࡇ࡛ᆅ
┙ࢆ㧗ࡃࡋ࡚ᩚᆅࡋࡓ⟠ᡤࡢࡇ࡛࠶ࡾ㸪ษᅵ㒊ࡣᆅ
㠃ࡸᒣࡢ୍㒊ࢆ᥀๐ࡋ࡚ᆅ┙ࢆᩚᆅࡋࡓ⟠ᡤࡢࡇ࡛࠶
ࡿ㸬
⾲ 1 㛵㉺⮬ື㌴㐨㸦Ỉୖ IC㹼㛗ᒸ IC 㛫㸧࠾ࡅࡿ㐨
㊰㐀ᡂ✀ูࡢᵓᡂ㊥㞳ࢆ♧ࡍ㸬ḟ㸪ᵓ㐀≀✀ูࡘ࠸࡚
㏙ࡿ㸬㧗㏿㐨㊰ࡢ୰ኸศ㞳ᖏࡸ㊰⫪ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㌴୧
⏝ࡢ㜵ㆤᰙࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㜵ㆤᰙࡣ㸪ୖୗ㌴⥺ࢆ
᫂☜ศ㞳ࡍࡿࡇࡸ㸪⮬ື㌴ࡀᨾࢆ㉳ࡇࡋࡓሙྜ㸪
㊰እཬࡧᑐྥ㌴⥺ࡢࡣࡳฟࡋࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛
࠶ࡿ㸬㛵㉺⮬ື㌴㐨ࡢࡼ࠺࡞ᡂ 4 ㌴⥺༊㛫ࡢሙྜࡣ࢞
࣮ࢻ࣮࣮ࣞࣝ࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝࡀ୍⯡ⓗ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓᶫᱱ㒊࠾࠸࡚ࡣ㸪㊰⫪ഃ㸪ࡶࡋࡃࡣ୰ኸศ㞳ᖏ࠾ࡼ
ࡧ㊰⫪ࡢ୧ഃቨ㧗ḍࡀᏑᅾࡍࡿ㸬
⾲ 2 㛵㉺⮬ື㌴㐨㸦Ỉୖ IC㹼㛗ᒸ IC 㛫㸧࠾ࡅࡿ
ᵓᡂ㊥㞳ࢆ♧ࡍ㸬
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⾲ 1 㛵㉺⮬ື㌴㐨㸦Ỉୖ IC㹼㛗ᒸ IC 㛫㸧࠾ࡅࡿ
㐨㊰㐀ᡂ✀ูࡢᵓᡂ㊥㞳
ୖࡾ[km]

ୗࡾ[km]

ᖹᆒ್[km]

73.29

72.46

72.88

ษᅵ㒊

11.32

14.63

12.98

ᶫᱱ㒊

12.04

12.11

12.08

ࢺࣥࢿࣝ㒊

17.81

17.57

17.69

┒ᅵ㒊

ࡋ㸪᪥ሗグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪㛫ࡣ
8:00㹼16:00 ࡢ 8 㛫㸪ኪ㛫ࡣ 16:00㹼⩣᪥ 8:00 ࡢ 16 㛫
ࢆពࡍࡿ㸬

⾲ 2 㛵㉺⮬ື㌴㐨㸦Ỉୖ IC㹼㛗ᒸ IC 㛫㸧࠾ࡅࡿ
ᵓ㐀✀ูࡢᵓᡂ㊥㞳
ୖࡾ

ୗࡾ

ᖹᆒ್

[km]

[km]

[km]

୰ኸ

࣮࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝ

8.58

8.49

8.53

ศ㞳ᖏ

࣮࢞ࢻ࣮ࣞࣝ

16.38

15.75

16.06

࣮࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝ

51.92

51.17

51.54

࣮࢞ࢻ࣮ࣞࣝ

13.90

15.07

14.48

㊰⫪

ᅗ 2 ᖺᗘࡈࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘᖺᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧᖺᖹᆒ
⣼✚㝆㞷㔞ࡢ㛵ಀ

※㊰⫪࡛ࡣἲ㠃᧦ቨࡸ㐽㡢ቨࡢ㐃❧༊㛫ࢆྵࡴ㸬

㻟㻚 ᪥ሗ䛾ศᯒ⤖ᯝ
㻟㻙㻝㻌 ᖺᗘ䛸᭶䚸㛫ᖏู䛾Ⓨ⏕௳ᩘ
ࡲࡎ㸪ᅗ 2 ᖺᗘࡈࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘᖺᖹᆒẼ ࠾
ࡼࡧᖺᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬࡞࠾㸪2013 ᖺᗘ
ࡽ 2019 ᖺᗘࡲ࡛ࡢศᯒ⏝࠸ࡓ᪥ሗࡣ㸪1 ᭶ࡽ 3 ᭶
௨እࡢ᭶㞷ሐᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡓグ㘓ࡣṧࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸬
ࡑࡇ࡛㸪
ᖺᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧᖺᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡣ㸪
4 ᆅ༊
㸦Ỉ
ୖ㸪ἑ㸪ᑠฟ㸪㛗ᒸ㸧ࡢ࣓ࢲࢫࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱ[3]㸦2014
ᖺࡽ 2020 ᖺࡲ࡛ࡢᖺࡈࡢ 1 ᭶㸪2 ᭶㸪3 ᭶ࡢᖹᆒẼ
࠾ࡼࡧ 1 ᭶ࡽ 3 ᭶ࡲ࡛ࡢ⣼✚㝆㞷㔞㸧ࢆᢳฟࡋ㸪ᖺ
ࡈᖹᆒࢆ⟬ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ 2 ࡼࡾ㸪2014 ᖺᗘ
ࡣ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࡀ 131 ௳࡛࠶ࡾ㸪ᖺᗘẚ㍑ࡋ࡚ከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬୍᪉㸪ᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡀᑠࡉ࠸
2015 ᖺᗘ 2019 ᖺᗘࡢ᪥ሗࡽࡣ㞷ሐᔂቯࡀᢳฟࡉࢀ
࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㝆㞷㔞ࡢከ࠸ᖺ㞷ሐᔂቯࡢ௳
ᩘࡀቑຍࡍࡿ࠸࠼ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᅗ 3  2013 ᖺᗘࡽ 2019 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 1 ᭶㸪2
᭶㸪3 ᭶ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ᭶࠾ࡅࡿ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࡢ⥲ィ᭶
ᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧ᭶ᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍ㸬᭶ᖹᆒ
Ẽ ᭶ᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡣ㸪
ᅗ 2 ྠᵝ㸪
4 ᆅ༊
㸦Ỉୖ㸪
[3]
ἑ㸪ᑠฟ㸪㛗ᒸ㸧ࡢ࣓ࢲࢫࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱ 㸦2014 ᖺ
ࡽ 2020 ᖺࡲ࡛㸧ࢆ᭶ࡈᖹᆒࡋ࡚ồࡵࡓ㸬ᅗ 3 ♧ࡍ
7 ᖺᗘศࡢศᯒࡼࡾ㸪2 ᭶ࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿ㸬Ẽ㇟ࢹ࣮ࢱࡼࡾ㸪᭶ᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞
ࡀ࠾ࡼࡑ 2 m ௨ୖ㸪࡞࠾ࡘ᭶ᖹᆒẼ ࡀ 1℃๓ᚋ࡞
ࡿ᭶㞷ሐᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿㄞࡳྲྀ
ࢀࡿ㸬
ᅗ 4 㞷ሐᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡓ㛫ᖏࡢྜࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢ
ᅗࡼࡾ㸪㞷ሐᔂቯࡢ⣙ 60%ࡀ㛫㸪⣙ 40%ࡀኪ㛫Ⓨ⏕
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ᅗ 3 ᭶ࡈࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘ᭶ᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧ᭶ᖹᆒ⣼
✚㝆㞷㔞ࡢ㛵ಀ㸦2013 ᖺᗘࡽ 2019 ᖺᗘ㸧

ᅗ 4 㞷ሐᔂቯ௳ᩘ㛫ᖏࡢ㛵ಀ

㻟㻙㻞㻌 ༊㛫ู䛚䜘䜃ᆅ༊ู䛾Ⓨ⏕௳ᩘ
ḟ㸪༊㛫ู࠾ࡼࡧᆅ༊ูࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࢆศᯒࡍࡿ㸬
࡞࠾௨㝆ࡢศᯒࡣ㸪ヲ⣽࡞⨨ሗࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ᔂቯᆅⅬࡀ≉ᐃྍ⬟࡞41 ௳ࡢ᪥ሗࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇࡍࡿ㸬
⾲ 3 ༊㛫ᆅ༊ࡢヲ⣽ࢆ♧ࡍ㸬11 ༊㛫ࢆ࣓ࢲࢫࡼ
ࡾẼ㇟ࢹ࣮ࢱࡀධᡭ࡛ࡁࡿ 4 ᆅ༊㸦ࡳ࡞ࡳ㸪ἑ㸪ᑠ
ฟ㸪㛗ᒸ㸧ᩚ⌮ࡋࡓ㸬ᅗ 5 ༊㛫ูࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࢆ
♧ࡍ㸬2013 ᖺᗘࡽ 2019 ᖺᗘࡢᮇ㛫࠾࠸࡚᭱ࡶᔂቯ௳
ᩘࡀከࡗࡓ༊㛫ࡣ㸪༊㛫␒ྕ 4㸸ሷἑ▼ᡴ IC㹼භ᪥⏫
IC ࡢ 8 ௳࡛࠶ࡗࡓ㸬␒┠ࡣ༊㛫␒ྕ 2㸸ᅵᶡ PA㹼ἑ
IC ࡢ 7 ௳㸪୕␒┠ࡣ༊㛫␒ྕ 5㸸භ᪥⏫ IC㹼ࢫ࣐࣮
ࢺ IC ࠾ࡼࡧ༊㛫␒ྕ 8㸸ᇼஅෆ IC㹼㉺ᚋᕝཱྀ IC ࡢ 6 ௳
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࡛࠶ࡗࡓ㸬
ḟ㸪ᅗ 7 ᆅ༊ูࡢᔂቯ௳ᩘᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧᖹᆒ
⣼✚㝆㞷㔞ࢆẚ㍑ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪ᆅ༊ࡈࡢ㊥㞳ࡢᕪࢆ⪃៖
ࡍࡿࡓࡵ㸪༢㊥㞳ᙜࡓࡾࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࢆ⟬ฟࡋ࡚
ホ౯ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ༊ࡢᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧᖹᆒ⣼
✚㝆㞷㔞ࡣ㸪
࣓ࢲࢫࡼࡾ㐣ཤ 7 ᖺ㛫
㸦2014 ᖺ㹼2020 ᖺ㸧
ࡢ 1 ᭶ࡽ 3 ᭶ࡲ࡛ࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋ㸪ᖹᆒࢆ⟬ฟ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᅗ 6 ࡼࡾ㸪ᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡀከࡃ㸪ᖹᆒẼ ࡀᑠࡉ࠸
ᆅᇦ༢㊥㞳࠶ࡓࡾ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࡀከ࠸ࡇࡀࢃ
ࡿ㸬 ᭱ࡶከ࠸ἑᆅ༊࡛ࡣ㸪0.7 ௳/km ࡛࠶ࡗࡓ㸬୍᪉㸪
ᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡀࡁ࠸ࡳ࡞ࡳᆅ༊࡛ࡢ㞷ሐᔂቯࡣ᪥
ሗグ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣ㸪Ỉୖ IC
㹼ᅵᶡ PA 㛫ࡢ⣙ 17 km ࡢ࠺ࡕ㸪⣙ 11 km ࡀࢺࣥࢿࣝ㒊
㸦㛵㉺ࢺࣥࢿࣝ㸧࡛࠶ࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
⾲ 3 㛵㉺⮬ື㌴㐨㸦Ỉୖ IC㹼㛗ᒸ IC 㛫㸧࠾ࡅࡿ
ᵓ㐀✀ูࡢᵓᡂ㊥㞳
༊㛫

ᆅ༊
㊥㞳

␒ྕ

ྡ⛠

1

Ỉୖ IC㹼ᅵᶡ PA

17

2

ᅵᶡ PA㹼ἑ IC

9.4

3

ἑ IC㹼ሷἑ▼ෆ IC

8.5

4

ሷἑ▼ෆ IC㹼භ᪥⏫ IC

11.4

5

භ᪥⏫ IC㹼 SIC

11.4

6

 SIC㹼ᑠฟ IC

6.1

7

ᑠฟ IC㹼ᇼஅෆ IC

7.6

8

ᇼஅෆ IC㹼㉺ᚋᕝཱྀ IC

8.9

9

㉺ᚋᕝཱྀ IC㹼ᑠ༓㇂ IC

7.9

10

ᑠ༓㇂ IC㹼㛗ᒸ༡㉺ᚋ SIC

9.4

11

㛗ᒸ༡㉺ᚋ SIC㹼㛗ᒸ IC

6.3

[km]

ྡ⛠

㊥㞳
[km]

ࡳ࡞ࡳ

17

ἑ

29

ᑠฟ

34

㛗ᒸ

24

ᅗ 5 ༊㛫ูࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘ

ᅗ 6 ᆅ༊ูࡢ༢㊥㞳࠶ࡓࡾࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘ
ᖹᆒẼ ࠾ࡼࡧᖹᆒ⣼✚㝆㞷㔞ࡢẚ㍑

㻟㻙㻟㻌 㐨㊰㐀ᡂ✀ู䛚䜘䜃ᵓ㐀≀✀ู䛾Ⓨ⏕௳ᩘ
ᅗ 7 㐨㊰㐀ᡂ✀ู࠾ࡅࡿ༢㊥㞳࠶ࡓࡾࡢ㞷ሐᔂ
ቯ௳ᩘࡢྜࢆ♧ࡍ㸬༢㊥㞳࠶ࡓࡾࡢᔂቯ௳ᩘὀ┠
ࡍࡿ㸪యࡢ⣙ 5 ࡀᶫᱱ㒊㸪⣙ 3 ࡀษᅵ㒊㸪⣙ 2 
ࡀ┒ᅵ㒊࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡗࡓ㸬ᶫᱱ㒊ࡀ
᭱ࡶከࡃ࡞ࡗࡓཎᅉࡋ࡚㸪ᶫᱱ࡛ࡣࡑࡢࡢ㐀ᡂ✀ู
ẚ࡚㸪⮬ື㌴ࡢ㉮⾜㉳ᅉࡍࡿືࡸ྿ࡁࡉࡽࡋ⎔
ቃࡼࡿ⇕ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍࡗࡓࡾ㸪ቨ㧗ḍࡸࣇ࢙
ࣥࢫࡼࡗ࡚⫼ࡀ㧗࠸ࡅࢀࡶᖜࡢ⊃࠸㞷ሐࡀᙧᡂࡉࢀ
ࡸࡍࡗࡓࡾ࠸ࡗࡓࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᅗ 8 ୰ኸศ㞳ᖏ㊰⫪࠾ࡅࡿ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࢆ
♧ࡍ㸬㞷ሐᔂቯࡢ⣙ 70 %ࡀ୰ኸศ㞳ᖏ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
㞷ሐᔂቯࡣ୰ኸศ㞳ᖏഃ࡛Ⓨ⏕ࡋࡸࡍ࠸ഴྥ࠶ࡿࡇ
ࡀࢃࡗࡓ㸬ࡉࡽ㸪࣮࢞ࢻ࣮࣮ࣞࣝ࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝࡢ
ࡕࡽࡢ㜵ㆤᰙࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ኸศ㞳ᖏࡢ㞷ሐᔂቯ௳
ᩘࡀከ࠸ࡢࢆㄪᰝࡍࡿ㸬ᅗ 9 ࡼࡾ㸪୰ኸศ㞳ᖏࡢᵓ㐀
≀✀ู࠾ࡅࡿ༢㊥㞳࠶ࡓࡾࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࡣ㸪࣮࢞
ࢻ࣮ࣞࣝࡀ 67 %㸪࣮࢞ࢻ࣮ࣞࣝࡀ 33 %࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪୰ኸศ㞳ᖏࡢ୰࡛ࡶ࣮࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝࡀタ⨨ࡉࢀࡓ༊
㛫ࡢ᪉ࡀ㸪㞷ሐᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ഴྥ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃ
ࡗࡓ㸬

ᅗ 7 㐨㊰㐀ᡂ✀ู࠾ࡅࡿ༢㊥㞳
࠶ࡓࡾࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘࡢྜ
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㐺ษࡔ⪃࠼ࡲࡍ㸬
ճ ࡞ࡐ㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡿᛮࢃࢀࡲࡍ㸽

㻠㻙㻞㻌 䝣䜵䜲䝇㡯┠䛾ᩚ⌮㻌
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗㏿㐨㊰ࡢ㞷ịసᴗᚑ⪅ࡢ᪉ࠎࡽྜィ
526 ㏻ࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆ㞟ࡋࡓ㸬ࡑࡢෆヂࢆ⾲ 4 ♧ࡍ㸬
ᅗ 8 ୰ኸศ㞳ᖏ㊰⫪࠾ࡅࡿ㞷ሐᔂቯ௳ᩘ

⾲ 4 ࣥࢣ࣮ࢺᅇᩘ⤒㦂ᴗົ
ᴗᡤ

⤒㦂ᴗົ
ᕠᅇဨ

ሗ㐃⤡ဨ

㝖㞷㝲ဨ

ࡑࡢ

ᅇᩘ

ୖ㉺

24

4

3

5

31

᪂₲

29

12

186

12

237

㛗ᒸ

17

3

104

5

132

ἑ

14

8

94

9

126

ྜィ

526

ͤ⤒㦂ᴗົࡘ࠸࡚ࡣ」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴ㸬
ᅗ 9 ୰ኸศ㞳ᖏࡢᵓ㐀≀✀ู࠾ࡅࡿ
  ༢㊥㞳࠶ࡓࡾࡢ㞷ሐᔂቯ௳ᩘ
㸦Gc:࣮࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝ㸪Gr:࣮࢞ࢻ࣮ࣞࣝ㸧

ᚋࡣ㸪ࣥࢣ࣮ࢺศᯒࢆ㐍ࡵᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ
⤖ࡧࡅࡿࡇ࡛⤒㦂๎ࢆᫎࡋࡓᐃ㔞ⓗ࡞㞷ሐฎ⌮ࡢ
ᐇุ᩿ᇶ‽ࡸ⌧⾜ࡢᡭἲᑐࡍࡿᨵၿ⟇࠾ࡼࡧ᪂ࡓ࡞
ฎ⌮ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿ㸬

㻠㻚 㞷ịసᴗᚑ⪅䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖㻌
㻠㻙㻝㻌 䜰䞁䜿䞊䝖䛾ᵓᡂ㻌
2021 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥ࡽ 2022 ᖺ 1 ᭶ 31 ᪥ࡢᮇ㛫࠾࠸
࡚㸪᪂₲┴ෆࡢ㧗㏿㐨㊰ࡢ㞷ịసᴗᚑ⪅ᑐࡋ࡚㞷ሐ
ᔂቯࡸฎ⌮సᴗ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓ㸬ࣥࢣ
࣮ࢺࡣୖ㉺࣭᪂₲࣭㛗ᒸ࣭ἑࡢྛᴗᡤ౫㢗ࡋࡓ㸬
ࣥࢣ࣮ࢺࡣ௨ୗิグࡍࡿ㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬࡞
࠾㸪(2)㞷ሐᔂࢀ㛵ࡍࡿタၥࡣ㸪ࡍ࡚ࣜࢵ࣮࢝ࢺᑻᗘ
ࡢ4 ẁ㝵ホ౯
㸦
ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
ࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
㸪
㸪
ࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ
㸪
ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ
㸧
ࡋࡓ㸬
(1) ࣇ࢙ࢫ㡯┠㸸⤒㦂ᴗົ㸪⫋ົṔ㸪సᴗሙᡤ㸬
(2) 㞷ሐᔂࢀ㛵ࡍࡿタၥ㸦10 㡯┠㸧
ձ Ẽ ࡀ㧗࠸᪥ࡣ㸪㞷ሐᔂࢀࡢつᶍࡀࡁ࠸㸬
ղ Ẽ ࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ㸪ࡾࡢ᪥ࡣ㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡃ࠸㸬
ճ 㢼ࡢᙉ࠸᪥㝆㞷ࡀ࠶ࡿ㸪⩣᪥㞷ᗊࡀከࡃ࡞ࡿ㸬
մ 㞵ࡀ㝆ࡿ㸪㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸㸬
յ 㛫ኪ㛫࡛ࡣ㸪㛫ࡀ㞷ሐᔂࢀࡢつᶍࡀࡁ࠸㸬
ն ᶫᱱࡣࡑࡢࡢ㐨㊰ẚ㸪㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸㸬
շ 㧗ᆅࡣ✚㞷㔞ࡀከࡃ㸪㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸㸬
ո ┒ᅵษᅵ࡛㸪┒ᅵࡢ᪉ࡀ㞷ሐᔂࢀࡀከ࠸㸬
չ ᣑᖜ㝖㞷ࡢᅇᩘࡀከ࠸㸪㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸㸬
պ 㞷ሐᔂࢀࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸ᮇࡸሙᡤࡀ࠶ࡿ㸬
(3) 㞷ሐᔂࢀ࠾ࡼࡧฎ⌮㛵ࡍࡿグ㏙ᘧࡢタၥ㸦3 㡯┠㸧
㸸
ձ ㉁ၥ 10 ࡛ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
ࠕࡕࡽ࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
ࢳ࢙ࢵࢡࡉࢀࡓ᪉࠾ఛ࠸ࡋࡲࡍ㸬ලయⓗ࡞ᮇ
ࡸ㸪ሙᡤ࡞ࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽ࠾⪺ࡏࡃࡔࡉ࠸㸬
ղ ࠸ࡘ㸪ࡢࡼ࠺࡞ࢱ࣑ࣥࢢ࡛㞷ሐษࡾࢆ⾜࠺ࡢࡀ
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㻡㻚

䜎䛸䜑㻌

ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪2013 ᖺᗘࡽ 2019 ᖺᗘศࡢ㝖㞷సᴗဨࡢ
ᕠᅇグ㘓ࢆศᯒࡋ㸪ᖺᗘ᭶ࠊ㛫ᖏูࡢⓎ⏕௳ᩘ㸪༊㛫
ู࠾ࡼࡧᆅ༊ูࡢⓎ⏕௳ᩘࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㞷
ሐᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸᮲௳ࡋ࡚㸪ձ㝆㞷㔞ࡀከࡃ㸪ᖹᆒ
Ẽ ࡀ㧗࠸ᖺ ղ㝆㞷㔞ࡀከࡃ㸪Ẽ ࡀ⦆ࡴ 2 ᭶ ճ㛫
㸪Ẽ ࡀୖ᪼ࡋࡓኪ㛫 մ㝆㞷㔞ࡀከ࠸ᆅ༊ յ୰ኸศ
㞳ᖏ㸦≉࣮࢞ࢻࢣ࣮ࣈࣝᆺ㸧 նᶫᱱ շ࣮ࣟࣝࢻ࢞ࢵࢱ
࣮ᮍタ⨨༊㛫 ࡢ 7 㡯┠ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬

㻢㻚

ㅰ㎡㻌

ᮏㄽᩥࡢᇳ➹࠾࠸࡚㸪㝖㞷సᴗဨᕠᅇグ㘓ࡼࡿ㞷
ሐᔂቯ⌧㇟ࡢศᯒࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾ㸪(ᰴ)ࢿࢡࢫࢥ࣭࢚
ࣥࢪࢽࣜࣥࢢ᪂₲ཬࡧ(ᰴ)ࢿࢡࢫࢥ࣭࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ᪂₲
ྛࡣ㸪ከ࡞ࡿࡈ༠ຊࡈᨭࢆ㡬ࡁࡲࡋࡓ㸬ᚰࡼࡾ
ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
ཧ⪃ᩥ⊩
[1] ᅜᅵ㏻┬ 㝣㞷ᐖᑐ⟇ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸪͆㞷ᅜ ᪥ᮏ 㹼ୡ⏺᭷ᩘ
ࡢ㞷ᅜ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ▱ᜨ㹼͇㸪
https://www.hrr.mlit.go.jp/hokugi/yukinavi/pdf/archive/leaflet/t_02.pdf
[2] Google㸪͆Google ࣐ࢵࣉ ࠕࢫࢺ࣮ࣜࢺࣅ࣮͇ࣗࠖ㸪
https://www.google.co.jp/maps/
[3] ᅜᅵ㏻┬ Ẽ㇟ᗇ㸪͆㐣ཤࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱ᳨⣴͇㸪
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10
㞷ሐ䛾ຊᏛⓗ≉ᛶ䛾ᇶ♏ⓗホ౯㻌
䠉㞷༢ᒙ㻘䛚䜘䜃㞷ᒙቃ⏺㠃䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛ྛ✀ᅉᏊ䛾ᙳ㡪䠉㻌
㻌
䚽ᮏ㛫⩧ 㻝䞉Ἑ⏣๛Ẏ 㻞䞉Ọᝆ㒔 㻟䞉ୖᮧ㟹ྖ 㻠䞉ᮡཎᖾಙ 㻠䞉⏫⏣ᩗ 㻡㻌
䠄㻝䠖㛗ᒸᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯᑓᨷ⛉㻌 㻞䠖㛗ᒸᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ㻌 㻟䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛᏛ㝔㻌
㻠䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㻌 㻡䠖⏫⏣ᘓタᰴᘧ♫䠅㻌

㻌
䝇䛾୰䛻ᩜ䛝ワ䜑䛯○ị䛻ᇙ䜑䜛㻚䛣䜜䜢䠎䝉䝑䝖⏝ព䛩

㻝䠊䛿䛨䜑䛻㻌
㐨㊰䛾㊰⫪䛻✚䜏ୖ䛢䜙䜜䛯㞷ሐ䛿㻘ᔂ䜜䛶㌴⥺䛻

䜛㻚∦᪉䛾䝁䞁䝔䝘䝪䝑䜽䝇䛻䛿㻘Ỉ䜢ሸ䛩䜛㻚㻌 ᡤᐃ䛾

㣕䜃ฟ䛩䛸㻘㏻ᨾⓎ⏕䛾ཎᅉ䛸䛺䛳䛶䛧䜎䛖㻚 ≉䛻

᪥ᩘ⤒㐣ᚋ䛻ᆺ䛛䜙ヨᩱ䜢ྲྀ䜚ฟ䛧㻘䛫䜣᩿ᙉᗘヨ㦂

㉮⾜㏿ᗘ䛜㧗䛔㧗㏿㐨㊰䛷䛿ᨾ䛾༴㝤ᗘ㻘㔜ᗘ䛜

䜢⾜䛖㻚㻌

ቑ䛩㻚㞷ሐ䛾ᔂቯ䜢ᮍ↛䛻㜵䛠᪉ἲ䜢⪃䛩䜛䛯䜑䛻

ヨᩱ㞷䛿㻘〇ịᶵ䛻䜘䜛ị䜢ị๐ᶵ䛷๐䛳䛶సᡂ䛧

䛿㻘䜎䛪ᔂቯ䛻㛵ಀ䛩䜛ຊᏛⓗ≉ᛶ䛸せᅉᏊ䛾㛵ಀ

䛯ேᕤ䛦䜙䜑㞷䜢⏝䛧䛯㻚㻌 సᴗ㏻䛧䛶 㻜䉝䛾⎔ቃ

䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛㻚㻌

䛷⾜䛳䛯㻚䝁䞁䝔䝘䝪䝑䜽䝇ෆ䛿○ị䜎䛯䛿ịỈ䛷‶䛯

㞷ሐᔂቯ䛾䝟䝍䞊䞁䛾୍䛴䛸䛧䛶㻘㞷ሐୖ㒊䛜䜚ⴠ

䛧䛶䛔䜛䛯䜑㻘ヨᩱ㞷䛿䛹䛱䜙䜒 㻜䉝䛷ಖᏑ䛥䜜䛶䛔䜛㻚㻌
㻌

䛱䜛䜘䛖䛺ᔂ䜜䛜䛒䜛㻚㞷ሐෆ㒊䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛜≉䛻ప
䛔ᒙ䠄ᙅᒙ䠅䛜㉳ᅉ䛸䛺䛳䛶ᔂ䜜䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛

㻞䠊㻞㻌 㞷༢ᒙ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛ሷศ䛾ᙳ㡪㻌

䛣䛸䛜⮬↛䛷䛒䜛㻚㞷䛾ᙉᗘ䜢పୗ䛥䛫䜛せ⣲䛸䛧䛶䛿㻘

ị๐ᶵ䛷ヨᩱ㞷సᡂ䛧㻘ᯟ䛻ධ䜜䛶ᩘ᪥ಖᏑ䛧䛯ᚋ㻘

䛘䜀ྵỈ䛾ᙳ㡪䛸㻘ሷศ䛾ᙳ㡪䛜⪃䛘䜙䜜䜛㻚 Ꮨ㻘

ヨᩱ㞷య䜢ሷỈ䛻ᾐ䛧㻘䛥䜙䛻 㻝 ᪥ಖᏑ䛩䜛㻚 䛣䛾ヨ

Ẽ

ᩱ䜢䛳䛶㻘䛫䜣᩿ᙉᗘヨ㦂䜢⾜䛖㻚㻌

䛜ịⅬୗ䛻䛺䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛ሙྜ䛻䛿㻘⤖㜵

Ṇ䛸䛧䛶㊰㠃䛻ሷỈ䛜ᧈ䛛䜜䜛㻚㊰㠃䛾㞷䛸ΰ䛦䛳䛯

ヨᩱ㞷䛻ேᕤ䛧䜎䜚㞷䜢⏝䛧䛯㻚㻙㻝㻜䉝䛾⎔ቃ䛷ヨ

ሷỈ䛿㻘㉮⾜㌴୧䛻䛿䛨䛛䜜䛶㞷ሐୗ㒊䛻䛛䛛䛳䛯䜚㻘

ᩱ㞷సᡂ䜢⾜䛔㻘䛭䛾ᚋ䛾㞷䛾ಖᏑ䛸䛫䜣᩿ᙉᗘヨ㦂

䝻䞊䝍䝸䞊㝖㞷㌴䛻䜘䛳䛶㞷䛸ඹ䛻㞷ሐ䛻✚䜏ୖ䛢䜙䜜

䛿㻙㻡䉝䛾⎔ቃ䛷⾜䛳䛯㻚㻌

䛯䜚䛩䜛㻚䜎䛯㻘ᒙ䛸ᒙ䛾ቃ⏺㠃䛜䛭䜒䛭䜒⬤ᙅ䛷䛒䜛ሙ

㻌

ྜ䜒⪃䛘䜙䜜䜛㻚 䛣䜜䜙䛾せ⣲䛷ᙅᒙ㒊䛷䛾ᔂ䜜䛜Ⓨ

㻞䠊㻟㻌 㞷ᒙቃ⏺㠃䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛⤒㐣᪥ᩘ䛸ຍ

⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛㻚㻌

ᅽຊ䛾ᙳ㡪㻌
ヨᩱ㞷䜢ෆᑍ䛜 㻟㻜㻜㼙㼙㽢㻟㻜㻜㼙㼙㽢㧗䛥 㻠㻜㻜㼙㼙 䛾ᯟ

䛣䛾䜋䛛㻘䜺䞊䝗䝺䞊䝹䛺䛹䛾ᵓ㐀≀䛺䛹䛛䜙䛫䜚ฟ䛧

䛻༙ศ䜋䛹ሸ䛧㻘㻡 ᪥㛫ಖᏑ䛩䜛㻚 䛭䛾ᚋ㻘ᯟ䛾䜒䛖༙

䛯㒊ศ䛜ᔂ䜜䜛⌧㇟䛜ほ 䛥䜜䛶䛔䜛㻚㻌
䛣䜜䜙䛾ሗ䛻ᇶ䛵䛔䛶㻘㞷ሐᔂ䜜䛻㛵ಀ䛩䜛ຊᏛ

ศ䛾㔞䛾ヨᩱ㞷䜢ධ䜜㻘ಖᏑ䛩䜛㻚䛣䜜䛻䜘䛳䛶ಖᏑᮇ

ⓗᙉᗘ≉ᛶ䛾ゎ᫂䛾䛯䜑㻘䛂㻔㻝㻕㞷༢ᒙ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻
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䛘䜛⤒㐣᪥ᩘ䛸ྵỈ≧ែ䛾ᙳ㡪䛃㻘䛂㻔㻞㻕㞷༢ᒙ䛾䛫䜣

䜢ྵ䜐㒊ศ䜢ษ䜚ฟ䛧㻘䛫䜣᩿ᙉᗘヨ㦂䜢⾜䛖㻚㻌

᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛ሷศ䛾ᙳ㡪䛃㻘䛂㻔㻟㻕㞷ᒙቃ⏺㠃䛾䛫䜣᩿

ヨᩱ㞷䛻ேᕤ䛦䜙䜑㞷䜢⏝䛧䛯㻚సᴗ㏻䛧䛶 㻜䉝

ᙉᗘ䛻䛘䜛⤒㐣᪥ᩘ䛸ຍᅽຊ䛾ᙳ㡪䛃㻘䛂㻔㻠㻕䛫䜚ฟ䛧

䛾⎔ቃ䛷⾜䛳䛯㻚 ຍᅽຊ䛾ᙳ㡪䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑㻘㻝㼙 䛾✚

ᙧ≧䛻䛺䛳䛯㞷ሢ䛾䜽䝸䞊䝥ኚᙧ䛃䜢ᐇ㦂ⓗ䛻ㄪ䜉䛯㻚㻌

㞷䜢ᐃ䛧䛯㔜䜚䜢 㻞 ᒙ┠䛾ୖ㠃䛻㍕䛫䛯ሙྜ䛸㍕䛫

㻌

䛺䛔ሙྜ䛾 㻞 ᮲௳タᐃ䛧䛯㻌

㻞䠊ᐇ㦂᪉ἲ㻌

㻌

㻞䠊㻝㻌 㞷༢ᒙ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛⤒㐣᪥ᩘ䛸ྵỈ≧

㻞䠊㻠㻌 䛫䜚ฟ䛧ᙧ≧䛻䛺䛳䛯㞷ሢ䛾䜽䝸䞊䝥ኚᙧ㻌

ែ䛾ᙳ㡪㻌

༢⣧䛺┤᪉య䜢㻘䛫䜚ฟ䛧ᙧ≧䛸䛺䛳䛯㞷ሐୖ㒊䛾⡆

ヨᩱ㞷䜢ⓎἻᯈ䛷సᡂ䛧䛯ᆺ䛻ධ䜜㻘䝁䞁䝔䝘䝪䝑䜽
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㻟䠊㻟㻌 㞷ᒙቃ⏺㠃䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛⤒㐣᪥ᩘ䛸ຍ
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㻌
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㻌

䛔䜛㻚㻌

㻟䠊㻠㻌 䛫䜚ฟ䛧ᙧ≧䛻䛺䛳䛯㞷ሢ䛾䜽䝸䞊䝥ኚᙧ㻌
ィ 㻤 ಶ䛾䝰䝕䝹䜢సᡂ䛧ほᐹ䜢⾜䛳䛯䛜㻘◚ቯ䛜㉳䛣

㻞㻜

䛫䜣᩿ᙉᗘ㼇㼗㻼㼍㼉

䛳䛯䝰䝕䝹䛿 㻝 䛴䛾䜏䛰䛳䛯㻚㻌
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ᐃᗘ䜢ィ⟬䛩䜛䛸㻘᭤䛢ᛂຊ䛻ᑐ䛩䜛✚㞷Ᏻᐃᗘ䛿

㻝㻜

㻞㻠㻚㻥 䛛䜙 㻟㻝㻚㻢 䛻ୖ᪼㻘䛫䜣᩿ᛂຊ䛻ᑐ䛩䜛✚㞷Ᏻᐃᗘ
㻡

䛿 㻠㻝㻚㻢 䛛䜙 㻝㻡㻚㻜 䛻పୗ䛧䛶䛔䛯㻚㻌
ྵỈ䛒䜚

ྵỈ䛺䛧

㻌

㻜
㻜

㻡

㻝㻜

㻝㻡

㻞㻜

㻞㻡

㻠䠊䜎䛸䜑㻌

㻟㻜

ಖᏑ᪥ᩘ

ྵỈ䛻䜘䜛ᙳ㡪䛿☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯㻚䛭䜜䛻ᑐ䛧㻘

㻌

ሷỈ䛻䜘䜛ᙳ㡪䛿㻘㞷䛜⼥ゎ䛧䛯䜚⤖䛧䜎䛳䛯䜚䛸㻘䛖䜎

ᅗ 㻝㻌 ྵỈ䛾᭷↓䛻䜘䜛䛫䜣᩿ᙉᗘ䛾ẚ㍑㻌

䛟ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯㻚㻌

㻌

㻌 ቃ⏺㠃䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛴䛔䛶䛿㻘ຍᅽ䛧䛺䛔䛣䛸䛻

㻟䠊㻞㻌 㞷༢ᒙ䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛻䛘䜛ሷศ䛾ᙳ㡪㻌
ሷỈ䛾⃰ᗘ䛸࿘ᅖ

ᗘ䛻䜘䛳䛶㻘㞷䛜⼥ゎ䛩䜛ሙྜ䛸

⼥ゎ䛧䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜛㻚䛭䜜䛮䜜䛾ሙྜ䛻┦ᙜ䛩䜛᮲

䜘䛳䛶ప䛔䛫䜣᩿ᙉᗘ䛸䛺䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯㻚ᚋ䛿㻘
ᒙ䛤䛸䛾㞷㉁䜢ኚ䛘䛶ᐇ㦂䜢⥅⥆䛩䜛㻚㻌
㻌 䜽䝸䞊䝥ኚᙧ䛾ほᐹ䛿㻘䜎䛰ጞ䜑䛯䜀䛛䜚䛷䛒䜚㻘ഴ

௳䛷䛫䜣᩿ᙉᗘヨ㦂䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䜢ሷỈ䛾ᙳ㡪䜢
䛘䛶䛔䛺䛔㞷䛾䛫䜣᩿ᙉᗘ䛸ẚ㍑䛧䛯㻚㞷䜢⼥ゎ᮲௳䛷

ྥ䜢ᥗ䜐䛻䛿ᐇ㦂䝕䞊䝍䛜ஈ䛧䛔㻚㻌
㻌

䛿䛫䜣᩿ᙉᗘ䛜ୗ䛜䜚㻘⼥ゎ䛧䛺䛔᮲௳䛷䛿䛫䜣᩿ᙉ
ᗘ䛜㧗䜎䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯㻚 
㻌

ᩥ⊩㻌
Ⱚ㷂䜙䠈㻎㐨㊰㞷ሐ䛾ෆ㒊ᒙᵓ㐀䛸ᔂቯ⌧㇟䛾ศ㢮㻎㻘㻌
㞷ịಙ㉺㻌 ➨ 㻠㻝 ྕ㻘㻌㼜㼜㻚㻞㻤㻙㻟㻜㻘㻌㻞㻜㻞㻝㻚㻌

㻌
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⼥㞷䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛ᩓỈ⼥㞷⨨䛾᭱㐺ไᚚ᪉ἲ䛾᳨ウ㻌
㻌
㻮㻭㼀㻮㻭㼅㻭㻾㻌㻸㻷㻴㻭㻳㼂㻭㻯㻴㼁㻸㼁㼁㻺 䞉⏣୰᪥⳯ 䞉㻮㻭㻭㻿㻭㻺㻰㻻㻾㻶㻌㻹㼁㻺㻳㼁㻺㼀㼁㼁㻸㻝䞉ᮡཎᖾಙ 㻟䞉ୖᮧ㟹ྖ 㻟㻌
㻝

䠎

䠄1䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛᕤᏛ㒊㻌 㻞㻦㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛᕤᏛᑓᨷ㻌 㻟㻦㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ䠅㻌

㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
㻌 ẚ㍑ⓗ㝔ẁ䛷䛒䜛䛻䜒㛵䜟䜙䛪䠈㔞䛾㞷䛜㝆䜛㝣
ᆅᇦ䛷䛿䠈ᆅୗỈ䜢ᩓỈ䛧䛶㐨㊰⼥㞷䜢⾜䛖ᩓỈ⼥㞷
⨨䠈䛔䜟䜖䜛ᾘ㞷䝟䜲䝥䛜ᗈ䛟ᬑཬ䛧䛶䛔䜛䠊ᩓỈ⼥㞷
⨨䛿ᖺ㛫䜢㏻䛨䛶 ᗘ䛜୍ᐃ䛺ᆅୗỈ䜢ᩓỈ䛩䜛䝅䝇䝔
䝮䛷䛒䜚䠈ẚ㍑ⓗప䝁䝇䝖䛷㐨㊰㏻䜢⥔ᣢ䛷䛝䜛䛣䛸䛛䜙䠈
㞷ᅜ䛻Ḟ䛛䛫䛺䛔Ꮡᅾ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊䛧䛛䛧䠈ᆅୗỈ䛾㐣
䛺䛟䜏ୖ䛢䛻䜘䛳䛶ᩓỈ䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜛ၥ㢟䛜ᗘ䚻Ⓨ
⏕䛩䜛䠊䛣䛖䛧䛯ၥ㢟䜢㜵䛠䛯䜑䛻䛿䠈䝃䞊䝡䝇Ỉ‽䜢⥔
ᣢ䛧䛴䛴䠈✌ാ㛫䜔ᩓỈ㔞䛺䛹䛾䝁䝇䝖䜢ῶ䜙䛩䠈ᩓỈ
⼥㞷⨨䛾ຠ⋡䛜ᚲせ䛻䛺䜛䠊䛭䛣䛷䠈ᮏ◊✲䛷䛿ᩓ
Ỉ⼥㞷⨨䛾ฟຊ䜢ᅛᐃฟຊ䠈ྍኚฟຊ䠈ᩓỈ䠈ྍ
ኚ䠇ᩓỈ䛾䠐✀㢮䛭䜜䛮䜜䛻䛴䛔䛶⼥㞷䝅䝭䝳䝺䞊
䝅䝵䞁䜢⾜䛔ẚ㍑䛩䜛䠊䛭䜜䛻ຍ䛘䠈㝆㞷᳨▱ไᚚ䠈ṧ㞷
῝ไᚚ䠈」ྜไᚚ䛾ྛไᚚ᪉ᘧ䛻䛚䛔䛶䠈ฟຊ䜢୍ᐃ䛸
䛧䛯ሙྜ䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾⤖ᯝ䜒ㄪᰝ䛧䠈ᩓỈ⼥㞷
⨨䜢ຠ⋡ⓗ䛻ไᚚ䛩䜛ᡭἲ䜢᳨ウ䛩䜛䠊㻌
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䠎䠊⼥㞷䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䝰䝕䝹㻌
㻌 ᮏ◊✲䛷䛿䠈ୖᮧ䜙䛾ᨵⰋ Degree – day ἲ䜢⏝䛔䛶䠈1
㛫ẖ䛾✚㞷㔜㔞ࡹ 䜢ồ䜑䛯䠊㻌
㻌
ࡹ ൌ  ࡹି  ࢈ࡼ െ ࢇࢀ െ ࡾ          ሺሻ㻌
㻌㻌
䛣䛣䛷䠈ࡼ 䛸ࢀ 䛿䠈㛫┠䛾㛫㝆Ỉ㔞㻌 㼇ିܕ ܓ 㼉䠈
䛸ᖹᆒẼ 㼇Ԩ㼉䜢ព䛩䜛䠊ࡾ 䛿⼥ゎ㔞㼇ିܕ ܓ 㼉䛷䛒䜛䠊
Ẽ㇟䝕䞊䝍䛿᪂₲┴༑᪥⏫ᕷ䛾 AMeDAS ほ Ⅼ䛾䝕
䞊䝍䠄Ẽ 䠈㝆Ỉ㔞䠈✚㞷῝䛾ẖ䝕䞊䝍䠅䜢⏝䛔䛯䠊䛣
䜜䛿䠈㻞㻜㻜㻡 ᖺ䛛䜙 㻞㻜㻝㻡 ᖺ䜎䛷䛾 㻝㻜 ᖺ㛫䛻䛴䛔䛶 㻝㻝 ᭶
㻝 ᪥䛛䜙⩣ᖺ 㻠 ᭶ 㻟㻜 ᪥䜎䛷䛾 㻝 㛫ẖ䛾䝕䞊䝍䜢⏝䛔
䛯䠊䛣䛾䛸䛝䠈㻝 ᖺ䛾䝕䞊䝍䛿 㻠㻟㻠㻠 㛫ศ䛸䛺䜛䠊䛭䛧䛶䠈
ṧ㞷῝㼇ܕ܋㼉䛿㞷ᐦᗘ䜢100 ିܕ ܓ ୍ᐃ䛸䛧䛶㻌 ࡹ /100
䜘䜚ồ䜑䛯䠊⼥㞷⬟ຊ࢘䛿ᐃᖖฟຊ䜢 200 ିܕ ܅ 䠈
㧗ฟຊ䜢 250 ିܕ ܅䛸䛧䛯㻚㻌 䛺䛚䠈ࡾ 䛸࢘䛾㛵ಀ䛿
ị䛾⼥ゎ₯⇕ࡸ ൌ334㻌 㼇ܓ۸ ି ܓ 㼉䜢⏝䛔䛶ࡾ ൌ3.6࢘ Ȁࡸ
䛸⾲䛥䜜䜛䠊㻌
㻌
䠏䠊ไᚚ᪉ᘧ䛸ホ౯㡯┠㻌
ไᚚ᪉ἲ䛿㝆㞷᳨▱ไᚚ䛸ṧ㞷῝ไᚚ䛻ຍ䛘䠈㝆㞷
᳨▱ไᚚ䛸ṧ㞷῝ไᚚ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯」ྜไᚚ䛾ィ䠏✀
㢮䛻䛴䛔䛶䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢⾜䛳䛯䠊⾲ 1 䛻䛭䜜䛮䜜䛾
ไᚚ᪉ᘧ䛻䛚䛔䛶⨨䛜 ON/OFF 䛻䛺䜛᮲௳䜢♧䛩䠊㻌
㻌
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⾲䠍㻌 ไᚚ᪉ᘧ䛾୍ぴ㻌
ไᚚ᪉ᘧ

⨨ 21

⨨ 2))

㝆㞷᳨▱ไᚚ

㝆㞷࠶ࡾ

㝆㞷࡞ࡋ

ṧ㞷῝ไᚚ

ṧ㞷῝ 㹡㹫௨ୖ ṧ㞷῝ 㹡㹫ᮍ‶

」ྜไᚚ

㝆㞷࠶ࡾ

ṧ㞷῝ 㹡㹫ᮍ‶

㻌
⾲䠎㻌 3 䛴䛾ホ౯㡯┠㻌
᭱ṧ㞷῝㻌

⥲⼥㞷㛫㻌

⥲ṧ㞷㛫㻌

ᑠ䛥䛡䜜䜀Ᏻ䛻㌴䛜 ᑡ䛺䛡䜜䜀ᆅୗ ᑡ䛺䛡䜜䜀㊰㠃
㉮⾜䛷䛝㏻ὶ䛾☜ಖ Ỉᾘ㈝䜢๐ῶ䛷 䛾≧ἣ䛜䜘䛟䛺䜛㻌
䛻䛴䛺䛜䜛㻌

䛝䜛㻌

㻔Ᏻ
Ᏻ䞉ಙ㢗ᛶホ౯㻕㻌

䠄䝁
䝁䝇䝖ホ౯䠅㻌

䝃䞊䝡䝇ホ౯䠅㻌
䠄䝃

㻌
䜎䛯䚸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁᪉ᘧ䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛩䜛䛯䜑䠈⾲ 2
䛻 3 䛴䛾ホ౯㡯┠䜢ᐃ䜑䛯䠊䛭䜜䛮䜜䛾ព䛿⾲୰䛻グ
㍕䛧䛯㏻䜚䛷䛒䜛䚹⥲ṧ㞷㛫䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅗ 㻝 䛻♧䛩䜘
䛖䛻㔜䜏䛵䛡䛧䛶䚸ṧ㞷䛜↓䛔ሙྜ䛿 㻜䚸㉸䛘䜛ሙྜ䛿 㻝
䛸䛧䚸ṧ㞷䛜䛭䛾㛫䛾ሙྜ䛿ẚ䛧䛶ቑ䛘䜛㔜䜏䛵䛡䜢
䛘䜛䛣䛸䛸䛧䛯䚹㻌

㻌
ᅗ䠍㻌 㔜䜏䛵䛡ಀᩘ䛾ィ⟬㻌

㻌
䠐䠊䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ㻌
䠐䠊䠍㻌 ྛไᚚ䛻䜘䜛ฟຊ୍ᐃ䛾⤖ᯝ㻌
ᅗ 2 䛻ฟຊ䜢 100  ିଶ 䞉200  ିଶ 䞉250  ିଶ
䛾䛭䜜䛮䜜䛷୍ᐃ䛸䛧䛯㝿䛾䠈ྛไᚚ䛻䜘䜛⼥㞷⬟ຊ䛾
ẚ㍑䜢♧䛩䠊ẚ㍑䜢⾜䛖䛯䜑䛾ホ౯㡯┠䛸䛧䛶䠈ᅗ䠍䛷♧
䛧䛯䜒䛾䜢⏝䛔䛯䠊᭱ṧ㞷῝䛿䠈᪂₲┴༑᪥⏫ᕷ䛾
AMeDAS ほ Ⅼ䛾Ẽ㇟䝕䞊䝍 10 ᖺ㛫䛾䛖䛱䠈ྛᖺ䛾᭱
ṧ㞷῝䜢 10 ᖺ㛫䛷ᖹᆒ䛧䛯䜒䛾䜢ᖹᆒ᭱ṧ㞷῝䛸䛧
⏝䛧䛯䠊⥲⼥㞷㛫䛿 10 ᖺ㛫ศ䛾㈨※ᾘ㈝㔞䜢⏝
䛧䛯䠊⥲ṧ㞷㛫䛿㐨㊰ୖ䛻ṧ㞷䛜 1cm ௨ୖ䛒䜛䛸䛝䛾
ྜィ䜢⥲ṧ㞷㛫䛸ᐃ⩏䛧䠈10 ᖺ㛫䛾⥲ṧ㞷㛫䜢⏝
䛧䛯䚹
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㻌
㻔㼍㻕ྛไᚚ䛻䜘䜛ᖹᆒ᭱ṧ㞷῝

㻌

㻌
㻔㼎㻕ྛไᚚ䛻䜘䜛㈨※ᾘ㈝㔞

㼤㼏㻌

㻌
㻔㼏㻕ྛไᚚ䛻䜘䜛㔜䜏䛵䛡⥲ṧ㞷㛫㻌
ᅗ䠎㻌 ฟຊ୍ᐃ䛾ྛไᚚ䛻䛚䛡䜛⼥㞷⬟ຊ䛾ẚ㍑㻌
㻌

ᅗ 2(a)䜘䜚ṧ㞷῝ไᚚ䛸」ྜไᚚ䛾ᖹᆒ᭱ṧ㞷῝䛿䠈
㝆㞷᳨▱ไᚚ䛻ẚ䜉䛶 60%䡚80%䛸ప䛟ᢚ䛘䜛䛣䛸䛜☜
ㄆ䛥䜜䛯䠊䜎䛯䠈ᅗ 2(b)䜘䜚㝆㞷᳨▱ไᚚ䛷䛿䠈ฟຊ䜢ኚ
䛘䛶䜒㈨※ᾘ㈝㔞䛿䛥䜋䛹ኚ䛧䛺䛛䛳䛯䛜䠈ṧ㞷῝ไ
ᚚ䛷䛿䠈㈨※ᾘ㈝㔞䜢 2䡚3 ๐ῶ䛷䛝䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䠊
」ྜไᚚ䛻䛚䛔䛶䜒䠈㝆㞷᳨▱ไᚚ䛸ẚ㍑䛩䜛䛸㈨※㔞
䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䜛䛯䜑ຠᯝ䛜䛒䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜛䛜䠈⨨䛾㐠
㌿ุ᩿䛻㝆㞷᳨▱ไᚚ䜢⏝䛔䛶䛔䜛䛯䜑ṧ㞷῝ไᚚ䛻
ẚ䜉䛶㈨※ᾘ㈝㔞䛜㧗䛔䛣䛸䛜䜟䛛䜛䠊ᅗ 2(c)䛻㛵䛧䛶
䛿䠈㔜䜏䛵䛡⥲ṧ㞷㛫䛾⤖ᯝ䜢♧䛧䛶䛔䜛䠊㔜䜏䛵䛡
ಀᩘ䛾ィ⟬䜢ᅗ 1 䛻♧䛩䠊ṧ㞷῝䛜 10cm ௨ୖ䛾ሙྜ䠈
㔜䜏䛵䛡ಀᩘ䜢 1 䛻䛩䜛䠊䜎䛯䠈ṧ㞷῝䛜 10cm ᮍ‶䛾
ሙྜ䛿䠈㔜䜏䛵䛡ಀᩘ䜢 0 䛛䜙 1 䜎䛷ẚ䛾㛵ಀ䛷ቑຍ
䛥䛫䜛䠊䛭䛧䛶䠈㔜䜏䛵䛡⥲ṧ㞷㛫䛿⥲ṧ㞷㛫䛻㔜
䜏䛵䛡ಀᩘ䜢䛡ྜ䜟䛫䛯䜒䛾䛷䛒䜛䠊㔜䜏䛵䛡䛾ィ⟬
䜢䛧䛯⥲ṧ㞷㛫䛿䠈䛹䛾ไᚚ᪉ᘧ䛷䜒ᖜ䛻ῶᑡ䛧䠈
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㧗ฟຊ䛷䛿 10 ᖺ㛫䛾ṧ㞷㛫䜢 3700 㛫௨ୗ䛻ᢚ䛘
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䠊䜎䛯䠈㝆㞷᳨▱ไᚚ䜢 250  ିଶ 䛷㐠
㌿䛥䛫䜛䛸䛝䠈᭱䜒㔜䜏䛵䛡⥲ṧ㞷㛫䛜ᑠ䛥䛟䛺䜛䛣䛸䛜
䜟䛛䛳䛯䠊䛣䜜䛿䠈㝆㞷᳨▱ไᚚ䛿㞷䠈㐃⥆ⓗ䛻⼥
㞷⨨䜢㐠㌿䛥䛫䛶䛔䜛䛛䜙䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊
䠐䠊䠎㻌 ྛฟຊ᪉ἲ䛾⼥㞷⬟ຊẚ㍑䛾⤖ᯝ㻌
ᅗ 3 䛻ṧ㞷῝ไᚚ䛸」ྜไᚚ䛻䛚䛡䜛ྛฟຊ᪉ἲ䛾
⼥㞷⬟ຊ䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ䜢♧䛩䠊䛣䛣䛷䠈200
 ିଶ䜢ᇶ‽䛸䛧䛶䠈ͳͲͲ% 䛸䛧䛶䛔䜛䠊ᅗ 3 䜘䜚䠈ᅛᐃ
ฟຊ 250  ିଶ 䛸ྍኚฟຊ䛾⤖ᯝ䛜⼥㞷䛻䛚䛔䛶䜘䜚
ຠᯝ䛜䛒䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠊ྍኚฟຊ䛾⼥㞷⨨䛿㧗
౯䛷䛒䜚䠈ไᚚ䜒」㞧䛩䜛䛯䜑䠈ᬑཬ䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷
䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䛧䛛䛧䠈ᅛᐃฟຊ䛿タィ䛥䜜䛯ฟຊ䜘䜚
䜒㝆㞷ᙉᗘ䛜ᑠ䛥䛔ሙྜ䠈↓㥏䛺㐠㌿䛜Ⓨ⏕䛧䠈㏫䛻
䛝䛔䛸䛝䛿ฟຊ㊊䛷㊰㠃䛻ṧ㞷䜢Ⓨ⏕䛥䛫䛶䛧䜎䛖䠊䛭
䜜䛻ᑐ䛧䠈ྍኚฟຊ䛿㝆㞷ᙉᗘ䜔✚㞷㔞䛻ᛂ䛨䛶ẁ㝵ⓗ
䛻ฟຊ䜢ྍኚ䛥䛫䛶⼥㞷䜢⾜䛖䛯䜑䠈↓㥏䛺ฟຊ䜢ᢚ䛘
䛴䛴ṧ㞷䜒ᢚไ䛷䛝䜛䠊䜘䛳䛶䠈ྍኚฟຊ䛿ᅛᐃฟຊ䜘䜚
䜒᭷ຠ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊䜎䛯䠈ᩓỈ䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅
䝵䞁⤖ᯝ䛿䠈ᅛᐃฟຊ䠄200  ିଶ ୍ᐃ䠅䛾⤖ᯝ䛸䜋䜌
୍⮴䛧䛯䠊ṧ㞷῝ไᚚ䛸」ྜไᚚ䛿䛹䛾ホ౯㡯┠䛷䜒
ᩓỈ䛸ྍኚ䠇ᩓỈ䛷䛝䛺๐ῶຠᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔
䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛯䠊
㻌
䠑㻌 䜎䛸䜑㻌
㻌 ᩓỈ⼥㞷⨨䛾ไᚚ᪉ᘧ䜔ฟຊ᪉ἲ䛾᭷ຠᛶ䜢⼥㞷
䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜚ㄪᰝ䛧䠈ᩓỈ⼥㞷⨨䜢ຠ⋡ⓗ䛻
ไᚚ䛩䜛ᡭἲ䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛯䠊ไᚚ᪉ᘧ䛻䛴䛔䛶䠈ṧ㞷
῝ไᚚ䛿ᖹᆒ᭱ṧ㞷῝䛸㈨※ᾘ㈝㔞䛸㔜䜏䛵䛡⥲ṧ
㞷㛫䛜䛩䜉䛶ῶᑡ䛧䠈ಙ㢗ᛶ䛾ྥୖ䠈ᆅୗỈ䛾๐ῶ䠈
䝃䞊䝡䝇ྥୖ䛜㐩ᡂ䛷䛝䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳䛯䠊䜎䛯䠈
」ྜไᚚ䛻䛚䛔䛶䛿䠈ྍኚฟຊ䛻ṧ㞷῝ไᚚ䛸ྠᵝ
䛻ᖹᆒ᭱ṧ㞷῝䛸㈨※ᾘ㈝㔞䛸㔜䜏䛵䛡⥲ṧ㞷㛫
䛜䛩䜉䛶ῶᑡ䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊ฟຊ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䠈
ྍኚฟຊ䛿⼥㞷⨨䛜㧗౯䛷䛒䜚䠈ไᚚ䜒」㞧䛷䛒䜛䛯
䜑䠈ᬑཬ䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䠈ᮏ◊✲䛷⾜䛳䛯䝅
䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ䜘䜚䠈ᅛᐃฟຊ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ䜘䜚
᭷ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠊䜎䛯䠈ᩓỈ䛻䛴䛔䛶䛿䠈
ᆅୗỈ䛜㊊䛩䜛ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᩓỈ㊥㞳䜢ᘏ䜀䛩ຠᯝ
䜒䛒䜚ᬑཬ䛧䠈ᆅୗỈ䛾⠇Ỉ⋡䛿 㻠㻜㻑䡚㻡㻜㻑䛷䛒䜛䛜䠈ᮏ
◊✲䛷⾜䛳䛯ᩓỈ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁⤖ᯝ䜘䜚䠈ᗘ䛾ホ
౯㡯┠䛷䜒䛝䛺๐ῶຠᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊
ᚋ䛿䠈ྛไᚚ᪉ᘧ䛻䛚䛔䛶ฟຊ್䜢ኚ䛥䛫䛯䛾⼥
㞷⬟ຊ䜢☜ㄆ䛧䠈䛭䜜䛮䜜䛾ไᚚ᪉ᘧ䞉ฟຊ᪉ἲ䛾᭷ຠ
ᛶ䜢ㄪᰝ䛩䜛䠊㻌
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」ྜไᚚ

ṧ㞷῝ไᚚ

㻔㼍㻕 ྛฟຊ᪉ἲ䛻䛚䛡䜛 10 ᖺ㛫䛾ᖹᆒ᭱ṧ㞷῝

ṧ㞷῝ไᚚ

」ྜไᚚ

㻔㼎㻕 ྛฟຊ᪉ἲ䛻䛚䛡䜛 10 ᖺ㛫䛾㈨※ᾘ㈝㔞
」ྜไᚚ

ṧ㞷῝ไᚚ

㻔㼏㻕 ྛฟຊ᪉ἲ䛻䛚䛡䜛 10 ᖺ㛫䛾㔜䜏䛵䛡⥲ṧ㞷㛫
ᅗ䠏 ṧ㞷῝ไᚚ䛸」ྜไᚚ䛻䛚䛡䜛ྛฟຊ᪉ἲ䛾⼥㞷⬟ຊ䛾ẚ㍑

ᩥ⊩
㼇㻝㼉㻌 ୖᮧ㟹ྖ䠈ᱵᮧ⏤䠈㻝㻥㻥㻢㻦㻌 ᖺᒇ᰿⼥㞷⨨䛾⬟ຊ
タィ 䛻㛵䛩䜛ᥦ㻘㻌 ᪥ᮏ㞷ᕤᏛㄅ㻘㻌㻝㻞㻔㻟㻕㻘㻌㻞㻝㻞㻙㻞㻝㻣
㼇㻞㼉㻌 ༑᪥⏫ᕷ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䠈㻞㻜㻞㻜㻌 ᖺ 㻤㻌 ᭶ 㻝㻣㻌 ᪥䠖䛂ᆅ
ୗ Ỉ  ⏝ 䠋 ༑ ᪥ ⏫ ᕷ 䝩 䞊 䝮 䝨 䞊 䝆 䛃
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼕㼠㼥㻚㼠㼛㼗㼍㼙㼍㼏㼔㼕㻚㼘㼓㻚㼖㼜㻛㼗㼡㼞㼍㼟㼔㼕㼋㼠㼑㼠㼡㼐㼡㼗㼕㻛㻭㻌
㻜㻜㻠㻛㻭㻜㻜㻤㻛㻝㻠㻡㻠㻜㻢㻤㻢㻞㻣㻡㻥㻣㻚㼔㼠㼙㼘
㼇㻟㼉㻌 ୖᮧ㟹ྖ䠈ၿဢᗈ䠈㻞㻜㻝㻥㻦㻌 䝃䞊䝡䝇Ỉ‽䛸ᾘ㈝⇕
䛾⥲ྜホ౯ᣦᶆ䛾ᥦ㻘㻌 ᪥ᮏ㞷ịᕤᏛㄅ㻘㻌㻤㻝㻔㻢㻕㻘㻌㻞㻢㻥㻙
㻞㻤㻝
㼇㻠㼉㻌 ୖᮧ㟹ྖ䠈ᴋ⏣⩼䠈 ⸨㔝ᚿ䠈㻞㻜㻜㻥㻦㻌 ṧ㞷チᐜ䛜
⇕㈇Ⲵ䛻䛘䜛ຠᯝ㻘㻌 ᪥ᮏ㞷ịᕤᏛㄅ㻘㻌㻣㻝㻔㻢㻕㻘㻌㻠㻠㻡㻙㻠㻡㻠
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υΡήϨʖʀυʖ๑ͳلઇ༩ๅΝ༽͏ͪভઉೖ༩๏๑ཱི֮
ੋీઔਇ¢ʀՑౣࠂٳ¢ʀ͖ͽࢃ؛Ζ¢ʀ಼༟ߵʀฑౣ ߨװʀຌ୫ݜ⒤ʀࠦߔ
ʤ̏ʁ׃ָ  ̐ʁਁྜྷ૱̑ ॶڂݜʁࡄՌָٗढ़ॶڂݜ

̏ ͺͣΌͶ
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௪͢Ͷͯ͏ͱʱͳ͏͑ভઉೖ༩Νߨͮͱ͏Ζɿভઉೖͳ
ͺௗغઉ͗श྅͢ͱໃઉͳ͵ͮͪೖͲ͍Ζɿভઉೖ
༩ͺɾࡠۂ६ඍɾভઉࣁࡒ߬ܯժదͪ
Όɾ༩ๅනΝݬଉ  ݆  ೖࠔͳ  ݆  ೖࠔʤҐ߳خ
६ೖͳනͤʥ  ܯյߨͮͱ͏Ζɿॊཔـেୈ༩
๏๑ͺ॑յࣞؾΝ༽͏ͪघ๑Ͳ͍Εɾ ݆  ೖ༩
ɾదร਼ΝভઉೖΉͲೖ਼ɾઈร਼Νخ६ೖ
ઉͳ  ݆२ـԻͳ͢ͱ͏Ζɿ͖͢͢خ६ೖઉ
ືౕΝߡྂ͢ͱ͏͵͏఼Ώɾخ६ೖҐ߳ـԻͳ߳ઉ
ྖΝॉͶͺߡྂ͢ͱ͏͵͏఼͵ʹ͖Δ༩ౕ͗ॉ
Ͳͺ͵͏য়ڱͶ͍Ζɿ͞Γ͑͵য়ڱΝण͜ͱຌͲڂݜ
ͺɾઉͲͺ͵͚ઉਭྖͲভઉೖ༩Νߡ͓Ζͳͳ
Ͷɾخ६ೖҐ߳ـԻͳ߳ઉਭྖͺلઇ༩ๅΝ༽͏ͱ
ఈྖదͶ༫͓Ζ͞ͳͲɾ༩ౕΝࢾΊͪɿ

ਦ̏ υΡήϨʖʀυʖʀϓΟένʖ२ฑۋ

ೖҐ߳ـԻͳ߳ઉਭྖͶͯ͏ͱͺɾـেு͗නͤΖ
لઇ༩ๅΝన༽͢ͱఈྖదͶ༫͓Ζ͞ͳͶͪ͢ɿ
 υΡήϨʖʀυʖʀϓΟένʖ༫͓๏
υΡήϨʖʀυʖʀϓΟένʖͺ࣎غͶΓͮͱ࠹న͵
͗รΚΖͪΌɾ२พͶΝร͓ͱ༫͓Ζ͞ͳͶͪ͢ɿ࢘༽
ͤΖͺɾਁྜྷ૱ॶڂݜॉೖௌࢾݩஏͶ͕͏ͱخ६ೖ
͖ΔভઉೖΉͲؔغΝଲেͶࢋड़ͪ͢२ฑۋͲ͍Ζ
ʤਦ̏ ɿࢋड़Ͷ͍ͪΕ࢘༽ͪ͢υʖνͺɾ ೧ʛ
೧ΉͲͶ؏͠ΗͪـԻɾઉਭྖ߳;ٶઉਭྖͲ͍Ζɿ
߳ઉਭྖͺɾ಼ΔʤʥΝࢂߡͶ͢ͱ߳ਭྖΝـԻ
ͶΓͮͱӏઉͶพͤΖ͞ͳͲࢋड़ͪ͢ɿ
 خ६ೖҐ߳ـԻͳ߳ઉਭྖ༫͓๏
ـԻͳ߳ઉਭྖͺ२ฑۋΝ࢘༽͢ɾلઇ༩ๅड़ݳ
ི֮ͶԢͣͱ༫͓Ζ͞ͳͶͪ͢ɿड़ི֮ݳͺգ  ڊ೧ؔ
͑ͬɾ ൬͖Δ  ൬ΉͲҕΝʰฑ೧ดʱ
ͳ͢ͱɾͨΗΓΕఁ͜Ηͻʰఁ͏ʤঙ͵͏ʥ
ʱ
ɾ߶͜Ηͻʰ߶
͏ʤଡ͏ʥ
ʱͳఈΌΔΗͱ͏Ζɿͨ͞Ͳʰఁ͏ʤঙ͵͏ʥ
ʱ
ʀ
ʰฑ೧ดʱ
ʀ
ʰ߶͏ʤଡ͏ʥ
ʱ֦څฑۋΝͨΗͩΗ
$ʀ%ʀ& ͳ͢ɾգ  ڊ೧͑ͬԾҒ ฑۋ
Ν $bɾҒ ฑۋΝ &bͳఈΌͪɿ͞ΗΔΝ
ݟ׃ $0H'$6 ͟ͳͶࢋड़͢ɾ
ड़ི֮ݳͶԢͣͱਦ  Ͷ
ࣖͤ  ஊన༽ͲـԻʀ߳ઉਭྖΝ༫͓Ζ͞ͳͶ͢
ͪɿ߳ઉਭྖͺɾ಼ΔʤʥΝࢂߡͶ͢ͱ $0H'$6
͟ͳͶ߳ਭྖΝـԻͶΓͮͱӏઉͶพͤΖ͞ͳͲࢋड़
ͪ͢ɿ

 ভઉೖ༩๏๑ݗ౾
 خຌదߡ͓๏
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 ভઉೖ༩ʀৄݗ๏๑
 ॉೖௌͶ͕͜Ζ༩ͳৄݗ
ਁྜྷ૱ॶڂݜॉೖௌࢾݩஏͶ͕͏ͱɾلઇ༩ๅड़
ི֮ݳͶॊ͏ɾਦ  Ͷࣖͤ๏๑ͲـԻͳ߳ઉਭྖΝ༫͓
ͱভઉೖΝ༩ͪ͢ɿౕͨΝ  ೧ʛ ೧գ
  ڊ೧Ͳͪ͢ৄݗ
 ઉ͕ΘεήψϩΝ༽͏ͪ༩ͳৄݗ
೧ઉ͕ΘεήψϩυʖνΝ༽͏ͱݟ׃સҮͲ
̏NP ϟρεϣຘͶ༩Νߨ͏ɾভઉೖ༩ϜρϕΝࡠ
ͪ͢ʤਦ ʥɿـԻͳ߳ઉਭྖͶͱؖ͢ͺ࠹رΕ
$0H'$6 Ν࢘༽͢ɾਦ  ๏๑Ͳلઇ༩ๅड़֮ݳ
ིͶԢͣͪన༽ʤන ʥΝ༫͓ͪɿͨ༩ౕৄݗ
Νݟ׃ $0H'$6 ஏ఼ͳؖؽڂݜ؏ॶ  ஏ
఼Ͷ͕͏ͱߨͮͪɿ
 ༩݃ՎͳՃ
ਁྜྷ૱ॶڂݜॉೖௌࢾݩஏͶ͕͜Ζգ  ڊ೧ভઉ
ೖ༩ৄݗͶͯ͏ͱɾ༩ೖͳࣰೖܐؖΝࣖͤ ਦ
 ༩ೖͳࣰೖࠫޣͺɾ݆̐  ೖ༩Ͳͺฑ ۋ
ೖɾ ݆  ೖ༩Ͳͺฑ  ۋೖͲ͍ͮͪɿͯΉΕلઇ
༩ๅड़ི֮ݳͶԢͣͱන̏๏๑ͲـԻͳ߳ઉਭྖΝ
༫͓Ζ͞ͳͲɾฑ  ۋೖҐ಼ͲࠫޣভઉೖΝ༩Ͳ͘
Ζ͞ͳΝ֮Ͳͪ͘ɿҲ๏ɾ׃ஏ๏ـেୈ $0H'$6
ॉೖௌͶ͕͜Ζգ  ڊ೧༩ࠫޣͺɾ ݆  ೖ༩͗
ฑ  ۋೖɾ ݆  ೖ༩ͺฑ  ۋೖͲ͍ΖͪΌɾ ݆
 ೖ༩Ͷͱؖ͢ͺͶౕ͗ͪ͢ɿ
࣏Ͷ  ೧ઉ͕ΘεήψϩυʖνΝ༽͏ͪ̏NP
ϟρεϣຘভઉೖ༩ϜρϕౕͶͯ͏ͱɾ ݆ 
ೖ༩ $0H'$6 ͳؖؽڂݜ؏ॶͶ͕͜Ζ༩
ೖͳࣰೖܐؖΝࣖͤ ਦ  ɿ ݆  ೖ༩
$0H'$6 ͳؖؽڂݜ؏ॶͶ͕͜Ζ༩ࠫޣͺɾ
$0H'$6 Ͳͺฑ  ۋೖɾ؏ॶͲͺ  ೖͲ͍ͮͪɿ
ਦ̑ͶΓΗͻɾ ݆Ծ२ҐͶভઉೖΝ͓ܶͪஏ఼Ͳͺ 
ஏ఼  ஏ఼Ͳ༩ೖ๏ࣰ͗ೖΓΕ͚ɾٱͶভઉ
ೖΝ  ݆२Ґ߳Ͷ͓ܶͪஏ఼Ͳͺɾસ  ஏ఼͗༩ೖ
๏ࣰ͗ೖΓΕங͏݃ՎͶ͵ͮͪɿ͞࠹͘͵ݬ
Ҿͳ͢ͱͺɾ ݆સର༩ـԻΝਦ    ஊ  ൬
͘͏ &b Ͳ༫͓ͪ͞ͳͶΓΕɾ ݆२ʀ२ͺ༩ـ
Իࣰ͗ΝյͮͪɿͨΗͶՅ͓ͱ݆̑Ծ२ͺ਼ॉ೧
ͶҲౕ߶Ի͗؏͠Ηɾࣰ͗༩ΝͶյ
ͮͪ͞ͳͲ͗ࠫޣਫ਼ͣͪͳߡ͓ΔΗΖɿಝͶ  ݆Ͷভઉ
ೖΝ͓ܶͪ؏ॶͲͺخ६ೖઉਭྖ͗ঙ͵͏Ͷɾ
ࣰΓΕ߶͏༩ـԻΝ༫͓ͪͪΌɾ͗ࠫޣ͚͘͵
ͮͪͳߡ͓ΔΗΖɿҲ๏ɾ׃ஏ๏ـেୈ $0H'$6 Ͷ
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͕͜Ζ  ݆  ೖ༩ࠫޣͺฑ  ۋೖͲ͍ΖͪΌ༩
ౕͺͶͪ͢ͳ͓ݶΖɿ
ΉͳΌ
ຌͲڂݜͺݟ׃Ͷ͕͜Ζভઉೖ༩ౕΝ
దͳ͢ͱɾυΡήϨʖʀυʖ๑ͳلઇ༩ๅΝ༽͏ͪভઉೖ
༩๏๑Νཱི֮ͪ͢ɿͨ݃ՎɾυΡήϨʖʀυʖʀϓΟ
ένʖͶͱؖ͢ͺਁྜྷ૱ॶڂݜॉೖௌࢾݩஏͶ͕͏ͱ
ࢋड़ͪ͢२ฑۋɾـԻͳ߳ઉਭྖͶͱؖ͢ͺلઇ༩ๅ
ड़ི֮ݳͶԢͣͱఈྖదͶ༫͓Ζ͞ͳͲɾॊཔ׃
ஏ๏ـেୈ༩๏๑ΓΕౕྒྷ͏๏๑ΝࣖͤΖ͞
ͳ͗Ͳͪ͘ ͠ΔͶઉ͕ΘεήψϩυʖνΝ༽͏Ζ͞
ͳͲɾݟ׃સҮͲ̏NP ϟρεϣຘͶভઉೖΝ༩ͪ͢
ভઉೖ༩ϜρϕΝࡠͤΖ͞ͳ͗Ͳͪ͘ɿ
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15
㢼䛻䜘䜛ᒇ᰿㞷೫ศᕸ䛾ᩘ್ὶయ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁ண 㻌
䠉㻰㼥㼚㼍㼙㼕㼏㻌㼙㼑㼟㼔 䛾㐺⏝䠉㻌
㻌
ᐩỌ㻌 ⚞⚽ 1㻌
䠄1䠖᪂₲ᕤ⛉Ꮫ䠅㻌

㻌
䠍䠊◊✲┠ⓗ㻌
ᒇ᰿ୖ✚㞷䛾㢼䛻䜘䜛ศ㓄䛻䜘䛳䛶⏕䛨䜛೫ศᕸ䛿䠈
㐣䛺Ⲵ㔜䜔ᒁᡤⓗ䛺ᛂຊ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛䛯䜑䠈䛣䜜䜙䜢ṇ
☜䛻ண 䛩䜛䛣䛸䛿䠈✚㞷ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛Ᏻ䛛䛴ྜ⌮ⓗ䛺
ᵓ㐀タィ䛾䛯䜑䛻㔜せ䛷䛒䜛䠊➹⪅䛿䠈䛣䜜䜎䛷 CFD
䠄Computational Fluid Dynamics䠗ᩘ್ὶయຊᏛ䠅䜢⏝䛔䛯ᒇ
᰿ୖ✚㞷䛾㢼䛻䜘䜛೫ศᕸ䛾ண ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䜢㐍䜑䛶䛝䛯
䠄ᐩỌ䜙䠈2016䠗ᮧᒣ䜙䠈2019䠅䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈Dynamic mesh 䛸
䜀䜜䜛ᡭἲ䜢⏝䛔䛶ᒇ᰿ୖ✚㞷ศᕸ䛾㛫ⓗኚ䛻క
䛖Ẽὶሙ䛾ኚ䜢㐃ᡂ䛧䛶ゎᯒ䛩䜛ᡭἲ䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛩
䜛䠊
䠎䠊ゎᯒ᪉ἲ㻌
䠎䠊䠍㻌 ほ ᪉ἲ㻌
ゎᯒᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛾➨䠍ẁ㝵䛸䛧䛶䠈䠎ḟඖゎᯒ䜢⾜䛳䛯䠊
㐣ཤ䛻ᾏ㐨䛷ᒇ᰿ୖ✚㞷῝䛾ほ 䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛ᘓ≀
䝰䝕䝹䠄Ɫ⡿ᆅ䜙䠈1986䠅䜢 2 ḟඖ䛧䛯ᒇ᰿໙㓄 26㼻䛾㌺
㧗䛸ᖜ䛜 3 m 䛾ษጔᒇ᰿䝰䝕䝹䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䠊ᘓ≀䝰䝕䝹
䛸✚㞷䛜䛺䛔≧ែ䛷䛾䝯䝑䝅䝳ศ䜢ᅗ䠍䛻♧䛩䠊
䠎䠊䠎㻌 ゎᯒ᮲௳㻌
ANSYS Fluent 19.2 䜢⏝䛧䛶 RANS䠄Reynolds-averaged
Navier-Stokes equations䠅䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛟 CFD ゎᯒ䜢⾜䛳䛯䠊
ゎᯒ㡿ᇦ䛿䠈60 m(x)㽢30 m(z)䛸䛧䛯䠊ὶධ᮲௳䛿䠈䜉䛝ᣦ
ᩘ 0.15 䛾ᖹᆒ㢼㏿㖄┤ศᕸ䜢௬ᐃ䛧䠈ὶ䜶䝛䝹䜼䞊k䠈
䜶䝛䝹䜼䞊ᩓ㐓⋡ ε 䛾ศᕸ䛿䠈᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䠄᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ䠈2020䠅䛻ᚑ䛳䛶䛘䛯䠊ὶ䝰䝕䝹䛿
Realizable k-ε 䝰䝕䝹䜢⏝䛧䛯䠊ὶධ㠃䞉ୖ✵㠃䛷䛿䠈ᐃ
䛩䜛㝆㞷㔞䛻ᑐᛂ䛩䜛㣕㞷✵㛫ᐦᗘ䜢䛘䛯䠊✚㞷ᐦᗘ䛿
100 kg/m3䠈㞷⢏Ꮚ䛾ⴠୗ㏿ᗘ䛿-0.5 m/s 䛷୍ᐃ䛸䛧䛯䠊
䠎䠊䠏㻌 㠀ᐃᖖゎᯒ䛾ὶ䜜㻌
ゎᯒ䛾䝣䝻䞊䜢ᅗ 2 䛻♧䛩䠊ᇶᮏⓗ䛺ゎᯒ䝰䝕䝹䛿᪤ሗ
䠄ᮧᒣ䜙䠈2019䠅䛸ྠᵝ䛷䛒䜛䠊Ẽὶゎᯒ䜘䜚㢼㏿ศᕸ䠈ᦶ᧿
㏿ᗘศᕸ䜢ồ䜑䜛䛾䛸ྠ䛻䠈㣕㞷✵㛫ᐦᗘ䃅䛾㍺㏦᪉⛬
ᘧ䜢ゎ䛝䠈䛭䛾ศᕸ䜢ồ䜑䜛䠊䛭䛾⤖ᯝ䛛䜙ᒇ᰿㠃䛾㣗䠈
ሁ✚䝣䝷䝑䜽䝇䛾ᨭ䜢ィ⟬䛧䠈༢㛫ᙜ䛯䜚䛾✚㞷῝䛾
ኚ㔞䜢ồ䜑䜛䠊᪤ሗ 2)䛷䛿䠈ᒇ᰿ୖ✚㞷䛾Ⓨ㐩㐣⛬䜢䛔䛟
䛴䛛䛾ẁ㝵䠄phase䠅䛻ศ䛧䛶」ᩘᅇ䛾ᐃᖖゎᯒ䜢⾜䛖᪉
ἲ䜢᳨ウ䛧䛯䛜䠈ᮏሗ䛾ᡭἲ䛿䠈Dynamic mesh 䜢⏝䛔䛶䠈
ྛ㛫 step 䛻䛚䛡䜛✚㞷῝ኚ䛻ᇶ䛵䛔䛶䝯䝑䝅䝳䜢⮬ື
ⓗ䛻⏕ᡂ䛧䠈ḟstep 䛾Ẽὶゎᯒཬ䜃㣕㞷ゎᯒ䜢⾜䛖䠊䛣䜜
䜢㠀ᐃᖖゎᯒ䛸䜃䠈✚㞷䛜䛺䛔≧ែ䛾Ẽὶศᕸ䛾䜏䜢⏝
䛔䛶䠈୍ᐃ㛫ᚋ䛾✚㞷ศᕸ䜢ண 䛩䜛ᐃᖖゎᯒ䛾⤖ᯝ䛸
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ẚ㍑䛩䜛䠊
䠏䠊⤖ᯝཬ䜃⪃ᐹ㻌
䠏䠊䠍㻌 ྛ✀ゎᯒ᮲௳䛾ឤᗘゎᯒ㻌
ᅇ䛾ゎᯒ䛾┠ⓗ䛿䠈≉ᐃ䛾▷㛫䛾྿㞷䜲䝧䞁䝖䛻䜘
䛳䛶ᙧᡂ䛥䜜䜛✚㞷῝ศᕸ䜢ண 䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䠈ẚ㍑ⓗ
㛗ᮇ䛾㝆✚㞷䛻䜘䛳䛶ᙧᡂ䛥䜜䜛✚㞷῝ẚ䛾೫ศᕸ䠄䛩䛺
䜟䛱Ⲵ㔜タィ䛻䛚䛡䜛ᒇ᰿ᙧ≧ಀᩘ䛻┦ᙜ䠅䜢ᚓ䜛䛣䛸䛷
䛒䜛䠊䛭䛾䛯䜑䛻䛿㐺ᙜ䛺ᶆ‽ⓗゎᯒ᮲௳䜢タᐃ䛩䜛ᚲせ
䛜䛒䜛䛯䜑䠈ྛ✀䛾ゎᯒ᮲௳䠄䛣䛣䛷䛿㢼㏿䠈ゎᯒ㛫䠈㝆
㞷㔞䠅䛾ឤᗘゎᯒ䜢⾜䛳䛯䠊ឤᗘゎᯒ䛾⤖ᯝ䛿䠈ḟᘧ䛾྿䛝
⁀䜎䜚ಀᩘ Cd 䜢⏝䛔䛶ホ౯䛩䜛䠊
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षभఌ

ᅗ䠎㻌 ✚㞷ศᕸ䛾 㻯㻲㻰 ゎᯒ䛾䝣䝻䞊䠊㻌
12 h

36 h

ᅗ䠏㻌 㛫⤒㐣䛻䜘䜛✚㞷䛸㢼㏿ศᕸ䛾ኚ䠊
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㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 (1)

Sl, Sw: 㢼ୗഃ䠈㢼ୖഃᒇ᰿䛾ᖹᆒ✚㞷῝[m]
Sg䠖ᆅୖ✚㞷῝[m]

ᆅୖ 3 m 㧗䛥䛾㢼㏿䜢 1䡚3 m/s䠈㝆㞷㔞䜢 0.5, 1.0 cm/h䠈
ゎᯒ㛫䜢 12䡚48 h 䛾⠊ᅖ䛷ኚ䛥䛫䛯䠊⤖ᯝ䛾୍䛸䛧
䛶䠈㢼㏿ 2 m/s䠈㝆㞷㔞 1.0 cm/h 䛾㛫⤒㐣䛻క䛖✚㞷ศᕸ
䛾㛫ኚ䜢ᅗ 3 䛻♧䛩䠊㛫䛾⤒㐣䛸䛸䜒䛻✚㞷䛜ቑຍ
䛧䠈≉䛻㢼ୗഃᒇ᰿䛾✚㞷䛾ቑຍ䛜䛝䛔䠊✚㞷ศᕸ䛾ኚ
䛻㏣ᚑ䛧䛶㢼㏿ศᕸ䜒ኚ䛧䛶䛔䜛䠊ྛ᮲௳䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙
䜜䛯྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛸ゎᯒ㛫䛾㛵ಀ䜢ᅗ 4 䛻♧䛩䠊㢼㏿
䛜䛝䛟䛺䜛䛻ᚑ䛔䠈྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛜䛝䛟䛺䛳䛶䛔䜛䠊䜎
䛯㝆㞷㔞䛿྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛾ண ⤖ᯝ䛻䛝䛟ᙳ㡪䛧䛺䛔䠊
㢼㏿ 3 m/s䠈㝆㞷㔞 1 cm/h 䛾᮲௳䜢㝖䛟䛸䠈ゎᯒ 24 㛫௨
㝆䛾྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛾ኚ䛿ᑠ䛥䛔䛣䛸䛛䜙䠈48 㛫䛾ィ⟬
㛫䛿༑ศ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊ḟ䛻䠈㠀ᐃᖖゎᯒ䛾 48 
㛫ᚋ䛸ᐃᖖゎᯒ䛾྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䜢㢼㏿䛸䛾㛵ಀ䛷ẚ㍑䛧
䛯䜒䛾䛜ᅗ 5 䛷䛒䜛䠊྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛿ᴫ䛽㢼㏿䛾䠎䛻ẚ
䛧䛶ቑຍ䛧䛶䛔䜛䠊㠀ᐃᖖゎᯒ䛿ᐃᖖゎᯒ䛻ẚ䜉䛶྿䛝
⁀䜎䜚ಀᩘ䛜⣙ 3䡚4 䛝䛔䠊య䛻྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛜㢼
㏿䛻ᑐ䛧䛶㐣ᩄ䛻ᛮ䜟䜜䜛䛜䠈䠎ḟඖ RANS 䛻䜘䜛㢼㏿ศ
ᕸ䛾ィ⟬⢭ᗘ䛾㝈⏺䛻㛵ಀ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䠊
Thiis and O’Rourke (2015)䛿䠈䝜䝹䜴䜵䞊䛷䛾ᐇ ⤖ᯝ䛻
ᇶ䛵䛝ษጔᒇ᰿䛾྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛾᥎ᐃᘧ䛸䛧䛶ḟᘧ䜢ᥦ
䛧䛶䛔䜛䠊

͘ཹΉΕ਼ܐCd

ௌ

V=3m/s(p=1cm/h)

V=2.5m/s (p=1cm/h)
V=2m/s(p=1cm/h)
V=1.5m/s (p=1cm/h)
V=1m/s (p=1cm/h)

V=3m/s (p=0.5cm/h)
V=2.5m/s (p=0.5cm/h)
V=2m/s (p=0.5cm/h)
V=1.5m/s (p=0.5cm/h)

0

12

24

36

48

V=1m/s (p=0.5cm/h)

60

ܨգ࣎ؔ [h]

㻌

ᅗ䠐㻌 㠀ᐃᖖゎᯒ䛻䛚䛡䜛྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛾ኚ䠊㻌
0.9
ඉఈմੵ(48h)
ఈմੵ

0.1099x1.8164

0.6

y=
R² = 0.9841

y = 0.0702x2.0076
R² = 0.9999

0.3
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2.0

߶ݤ෫ଐ [m/s]

3.0

4.0

㻌

ᅗ䠑㻌 㢼㏿䛸྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䛾㛵ಀ䠊㻌
1.4
ඉఈմੵ(V=1.5m/s)

1.2

ඉఈմੵ(V=2.0m/s)

1

ඉఈմੵ(V=2.5m/s)

0.8

ఈմੵ(V=1.5m/s)
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؏ʤ3غฑۋʥ
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x [m]

0.5

1

1.5

ᅗ䠒㻌 ᒇ᰿ୖ䛾✚㞷῝ẚ䛾ẚ㍑䠊㻌

ఉ

ௗ ൌ ቀ ͲǤͳʹ  ͲǤͲͷቁ ሺെǤܥ  Ǥሻ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 (2)
ସହ

ᅇᑐ㇟䛸 䛩 䜛 ᒇ᰿໙㓄 β=26 㼻 䛾 ሙྜ䠈 ܥ =0.85
䠄exposed condition䠅䛸䛩䜛䛸䠈ௗ 䛿 0.24 䛸䛺䜛䠊ほ 䠄Ɫ⡿ᆅ
䜙䠈1986䠅䛻䛚䛡䜛᭱✚㞷῝䛾ᒇ᰿ୖ✚㞷ศᕸ䛾 ᐃ
⤖ᯝ䛸䛭䛾䛸䛝䛾ᆅୖ✚㞷῝䛛䜙྿䛝⁀䜎䜚ಀᩘ䜢ồ䜑䜛䛸䠈
䠏ᮇ䛾ᖹᆒ䛷 0.22 䛸䛺䜚䠈(2)ᘧ䛾⤖ᯝ䛸ᴫ䛽ᑐᛂ䛩䜛䠊ᮏ
ゎᯒ⤖ᯝ䛷䛿䠈㢼㏿ 1.5 m/s 䛾⤖ᯝ䛜䛣䛾್䛸㏆䛔䠊
㠀ᐃᖖゎᯒ䛾ᒇ᰿ୖ䛾✚㞷῝ẚ䠄ᆅୖ✚㞷῝䛸䛾ẚ䠅ศ
ᕸ䛾ண ⤖ᯝ䠄48 㛫ᚋ䠅䛸ᐃᖖゎᯒ䠈ほ 䠄Ɫ⡿ᆅ䜙䠈1986䠅
䛾ẚ㍑䜢ᅗ 6 䛻♧䛩䠊ᐃᖖゎᯒ䛷䛿㢼ୖ䠈㢼ୗᒇ᰿䛸䜒䛻
✚㞷῝ẚ䛜ほ 䜘䜚㐣䛻ホ౯䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䠈㠀
ᐃᖖゎᯒ䛾⤖ᯝ䛿䠈㢼ୖ㠃䛷䛾✚㞷῝䛾ῶᑡ䜢䜘䛟ᤊ䛘䛶
䛚䜚䠈ほ 䛻㏆䛔䠊䛧䛛䛧䛺䛜䜙㢼ୗഃᒇ᰿䛾ୗὶഃ䛾✚㞷
῝䜢㐣䛻ホ౯䛧䛶䛔䜛䠊
䠐䠊⤖ㄽ㻌
1䠅✚㞷㠃䛾ኚ䛻䜘䜛㏿ᗘሙ䛾ኚ䜢⪃៖䛷䛝䜛ᒇ᰿ୖ✚
㞷ศᕸ䛾㠀ᐃᖖゎᯒᡭἲ䜢ᵓ⠏䛧䠈䠎ḟඖ䛾ษጔᒇ᰿䝰
䝕䝹䛻㐺⏝䛧䠈䛭䛾᭷ຠᛶ䜢᳨ウ䛧䛯䠊
2䠅㠀ᐃᖖゎᯒ䛾⤖ᯝ䛿䠈ᐃᖖゎᯒ䛻ẚ䜉䜛䛸䠈㢼ୖᒇ᰿㠃
䛻䛚䛡䜛✚㞷῝䛾ῶᑡ䜢ṇ☜䛻ᤊ䛘䛶䛚䜚䠈✚㞷㠃䛾
㛫ኚ䜢⪃៖䛩䜛䛣䛸䛷䠈䜘䜚ほ ⤖ᯝ䛻㏆䛔✚㞷ศᕸ䛾
ண 䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䠊
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3) ᚋ䛿ᮏᡭἲ䜢䠏ḟඖၥ㢟䛻ᣑᙇ䛧䠈䛥䜙䛻᭷ຠᛶ䜔㐺
⏝⠊ᅖ䛾᳨ウ䜢㐍䜑䜛ணᐃ䛷䛒䜛䠊
㻌
ㅰ㎡㻌
⛉Ꮫ◊✲㈝䠄20H02315䠅䛻䜘䜛ຓᡂ䜢ཷ䛡䛯䠊
ᩥ⊩㻌
ᮧᒣ၏, ༑ᔒ㈼ḟ, ᐩỌ⚞⚽䠄2019䠅䠖䠎ẁᒇ᰿ᘓ≀ୖ䛾
✚㞷ศᕸ䛾⌧ᛶ䛾᳨ウ䠉CFD 䜢⏝䛔䛯㢼䛻䜘䜛ᒇ᰿
㞷೫ศᕸ䛾ண 㻚㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᵓ㐀⣔ㄽᩥ㞟䠈84
䠄762䠅䠈1055-1064㻚
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ䠈㒔ᕷ䛾㢼⎔ቃண 䛾䛯䜑䛾 CFD 䜺䜲䝗䝤䝑
䜽㻚㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ䠈2020.1㻚㻌
Thiis, T. K. and O’Rourke, M. (2015): Model for snow loading
on gable roofs. J. Struct. Eng., 141(12), 04015051-1–9.
Ɫ⡿ᆅྖ, Ἠṇဴ, 㐲⸨᫂ஂ䠄1986䠅䠖ᒇୖ✚㞷䛾ホ౯᪉
ἲ䛻㛵䛩䜛ᇶ♏ⓗ◊✲㻚㻌 ᵓ㐀ᕤᏛㄽᩥ㞟 B䠈49-62㻚
ᐩỌ⚞⚽, 㢼⩼, ᣢ⏣ⅉ䠄2016䠅䠖༢యษጔᒇ᰿ᘓ≀䜢ᑐ
㇟䛸䛧䛯ᒇ᰿ୖ✚㞷῝䛾ண ᡭἲ䛾᳨ド䠖CFD䛻ᇶ䛵䛟
㢼䛻䜘䜛ᒇ᰿㞷೫ศᕸ䛾ண 㻚㻌 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᵓ㐀⣔ㄽ
ᩥ㞟䠈81(725)㻌 䠈1051-1059.
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ಙ㉺ᆅ᪉䛾Ꮨ䝺䞊䝎䞊㝆Ỉศᕸ⏬ീ䛻ᑐ䛩䜛ᶵᲔᏛ⩦䜢⏝䛔䛯ศ㢮㻌
㻌
୰ᑓே 䞉⇃ಇ㑻 2 䞉ୖ▼ 1
1

(1:㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ 2:㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ)

㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
㞷㞼䛿ᐮẼ྿䛝ฟ䛧䛾➽≧㞼䠈JPCZ 䛻క䛖䛾ከ䛔 ≧䛾㞼䛺䛹ᵝ䚻䛺䝟䝍䞊䞁䜢ᣢ䛴䠊䛭䛾䝟䝍䞊䞁䛿䝺䞊䝎䞊
Z-R 㛵ಀ䜔㝆㞷⢏Ꮚ䛾≉ᛶ䛸㛵ಀ䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䠈᫂☜䛺㛵ಀ䛿䛣䜜䜎䛷䛻グ㏙䛥䜜䛶䛔䛺䛔䠊Nakai et al.(2005)䛿
㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊䝺䞊䝎䞊䜢⏝䛧䠈㞷㞼䛾ᙧ≧䝟䝍䞊䞁䜢䠒ศ㢮䛩䜛䛸ඹ䛻䠈᪂₲┴ୖ୰㉺
ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㝆㞷ศᕸ䛸䛾㛵ಀ䜢ᣦ䛧䛯䠊୰䞉⇃(2007)䛿䛣䜜䜢 4 ศ㢮䛻⡆␎䛧䛯䜒䛾䜢 10 ศẖ䛾Ẽ㇟ᗇᅜ
ྜᡂ䝺䞊䝎䞊䝕䞊䝍䛻㐺⏝䛧䠈ᖹᡂ 18 ᖺ㞷䛻䛚䛡䜛㝆㞷ศᕸ䛾≉ᚩ䜢グ㏙䛧䛯䠊ศ㢮䛿Ẽ㇟ᗇᅜྜᡂ䝺䞊䝎䞊䝕
䞊䝍㝆Ỉᙉᗘศᕸ(mm hour-1)䜢ᆅᅗ䛻㔜䛽䛶⏬ീ䛧䛯䜒䛾䜢⏝䛧䛯䠊ᮏ◊✲䛷䛿䛣䛾సᴗ䛾⮬ື䜢ヨ䜏䛯䠊
䠎䠊㻌 㻯㻺㻺 䛻䜘䜛䝺䞊䝎䞊⏬ീศ㢮㻌
⏝䛔䛯ᡭἲ䛿ᶵᲔᏛ⩦䛾୍✀䠈CNN (Convolutional Neural Network)䛷䛒䜛䠊␊ᒣ䜙(2019)䛿୰䞉⇃(2007)䛾䠐ศ㢮
䛻㝆Ỉ䛺䛧䜢ຍ䛘䛯䠑䜽䝷䝇䛻䛴䛔䛶䠈2017/2018 Ꮨ䛛䜙ྛ䜽䝷䝇䛾≉ᚩ䜢䜘䛟⾲䛩⏬ീྛ䠑䠌䠌ᯛ䜢⏝䛔䛯 CNN 䝰䝕䝹
䜢ᵓ⠏䛧䠈䛣䛾䝕䞊䝍䛻䜘䜛Ꮫ⩦⤖ᯝ䛾ホ౯䛿 94.6%䛾ṇゎ⋡䛸䛺䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈䛣䛾 CNN 䝰䝕䝹䜢Ꮫ⩦
䝕䞊䝍௨እ䛾⏬ീ䜢ྵ䜑䛯䝕䞊䝍䛻㐺⏝䛧䠈䛭䛾ྍ⬟ᛶ䛸ㄢ㢟䜢ㄪ䜉䛯䠊ᶵᲔᏛ⩦䛾䝷䜲䝤䝷䝸䛿㐍Ṍ䛜㏿䛔୍᪉䛷䝞
䞊䝆䝵䞁౫Ꮡᛶ䛜䛒䜚䠈ᮏ◊✲䛷䛿␊ᒣ䜙(2019)䛾䝰䝕䝹䜢 Python 3.9.7䠈cuDNN 8.1䠈CUDA 11.2.2䠈tensorflow 2.5.0䠈
Keras 2.4.3 䛾⤌䜏ྜ䜟䛫䛻䛫䛘䠈䝋䞊䝇䝁䞊䝗䜢ಟṇ䛧䛶ᐇ䛧䛺䛚䛧䛯䠊≉䛻 tensorflow 䛿䝞䞊䝆䝵䞁 1 ⣔䛸 2 ⣔䛷
䛝䛟␗䛺䜛䛯䜑䠈2 ⣔䛻䛫䛘䛯䝋䞊䝇䝁䞊䝗䛷␊ᒣ䜙(2019)䛸ྠ➼䛾⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛯䠊
䠏䠊⤖ᯝ㻌
CNN 䝰䝕䝹䛾ศ㢮䛻ᑐ䛧䛶䠈୍Ꮨ㏻䛧䛶䛾ᛶ⬟䜢ㄪ䜉䜛䛯䜑䠈୰䞉⇃(2007)ྠᵝ䛾ᡭసᴗ䛻䜘䜛ศ㢮䜢⾜䛳䛯䠊
䛣䛾ศ㢮䛿 2017/2018 Ꮨ䛻ຍ䛘䛶 2015/2016 Ꮨ䜒ᑐ㇟䛸䛧䛯䠊⏬ീ䛿ྛᏘ 11 ᭶䛛䜙䠏᭶䜎䛷 10 ศ㛫㝸䛾⣙ 21000
ᯛ䛷䛒䜛䠊ᚓ䜙䜜䛯ุู⤖ᯝ䜢⾲䠍䛻♧䛩䠊ṇ⟅⋡䛿䠈䛭䜜䛮䜜䛾䜽䝷䝇䛻ᑐ䛧䛶䠈༢⣧䛻ศ㢮䛜ྜ⮴䛧䛯⏬ീ䛾ẚ⋡䛷
䛒䜛䠊
Ꮫ⩦䜢⾜䛳䛯 2017/2018 Ꮨ䛻䛚䛔䛶䛿䠈DM 䜽䝷䝇䜢㝖䛔䛯㝆㞷䛻䛴䛔䛶༙ศ䛛䜙 2/3 ⛬ᗘ䛾ṇ⟅⋡䛷䛒䜚䠈ู䛾
Ꮨ䛷䛒䜛 2015/2016 Ꮨ䛷䛿ྛ㝆㞷䝟䝍䞊䞁䛾ṇ⟅⋡䛜 1/3 ⛬ᗘ䛸䛺䛳䛯䠊䛣䜜䛿㝆㞷䝟䝍䞊䞁䛜ከᵝ䛷Ꮨ䛻䜘䛳䛶≉
ᚩ䛜␗䛺䜛䛣䛸䠈⠊ᅖ䛜ᗈ䛟」ᩘ䛾✀㢮䛜ΰᅾ䛧䛶䜒ᡭసᴗ䛷䛿䛯䜛✀㢮䛻ศ㢮䛧䛶䛔䜛䛣䛸(≉䛻 DM)䠈ᡭసᴗ䛷䛾ศ
㢮䛷䛿๓ᚋ䛾㐃⥆ᛶ䜒⪃៖䛧䛶䛔䜛䛯䜑⏬ീẖ䛻ศ㢮䛩䜛ᶵᲔᏛ⩦䛸䛿ᇶ‽䛾䛪䜜䜢ゎᾘ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜⌮⏤䛸䛧䛶⪃
䛘䜙䜜䜛䠊
㻌
⾲㻝㻌 ᡭసᴗཬ䜃ᶵᲔᏛ⩦䛻䛚䛡䜛㞷㞼䛾ศ㢮⤖ᯝ䠊ᕥ䛜 㻞㻜㻝㻣㻛㻞㻜㻝㻤 Ꮨ䠈ྑ䛜 㻞㻜㻝㻡㻛㻞㻜㻝㻢 Ꮨ䠊㻿㼅䠈㼂㼄䠈㻸㼀䠈㻰㻹䠈㻺㻻 䛿䛭䜜䛮䜜䠈
┦㛵つᶍపẼᅽ䜔๓⥺➼䠈 ≧㝆㞷䠈㻸 䝰䞊䝗䜔 㼀 䝰䞊䝗䛾➽≧㝆㞷䠈ἢᓊ䜔ᒣᓅᩳ㠃䛾ᛶ䛾㝆㞷䠈㝆㞷䛺䛧䜢⾲䛩䠊㻌

㻌
㻌
ᩥ⊩㻌
␊ᒣ࿘ទ, 㝣᪳ⓟ, ୰ᑓே (2019): ῝ᒙᏛ⩦䛾Ỉᩥ䞉Ẽ㇟Ꮫ䜈䛾ᛂ⏝◊✲䛾❧䛱ୖ䛢. ➨ 37 ᅇᅵᮌᏛ㛵ᮾᨭ㒊
᪂₲◊✲ㄪᰝⓎ⾲, II-315.
Nakai, S., Iwanami, K. , Misumi, R. , Park, S.-G. and Kobayashi, T.㻌 (2005): A classification of snow clouds by Doppler radar
observations at Nagaoka, Japan. Sci. Online Lett. Atmos., 1, 161-164, doi:10.2151/sola.2005-042.
୰ᑓே, ⇃ಇ㑻 (2007): ᖹᡂ 18 ᖺ㞷䛻䛚䛡䜛㝆㞷ศᕸ䛾≉ᚩ䠖10 ศ㛫㝸 3 䞄᭶㛫䛾䝺䞊䝎䞊䝕䞊䝍ゎᯒ. 㞷ị,
69, 31-43.
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ୖ✵䛷 ᐃ䛥䜜䛯䝺䞊䝎䞊㝆Ỉ㔞䛸 㻟 ḟඖ㢼㏿ሙ䜢⏝䛔䛯㻌
ᆅୖ฿㐩ᅛయ㝆Ỉ㔞䛾᥎ᐃ䛸᳨ド㻌
㻌
⇃ಇ㑻 䞉ྂᶫ▱Ꮨ 䞉୰ᓥᓅ 䞉᪩㔝┿⌮Ꮚ 䞉ᮏྜྷᘯᒱ 䞉୰ᑓே 㻌






䠄䠖㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ㻌 䠖す᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰䝯䞁䝔䝘䞁䝇㛵す㻌
䠖ྂ㔝㟁Ẽ䠄ᰴ䠅㻌 䠖㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊䠅㻌

㻌
䠍䠊䛿䛨䜑䛻㻌
㝣ᆅᇦ䛷䛿Ꮨ䛻ᙉ䛔すᏘ⠇㢼䛸䛸䜒䛻㝆㞷䛜㉳䛝䜛䛣䛸䛜ከ䛟䠈䛥䜙䛻㞷∦䛺䛹䛿ⴠୗ㏿ᗘ䛜㞵䜘䜚㐜䛔䛯䜑䛻䠈
㝆㞷㞼ᗏ䛛䜙ᆅୖ䜎䛷ⴠ䛱䜛㛫䛻䛛䛺䜚䛾㊥㞳䜢Ỉᖹ⛣ື䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊ᰘ⏣䜙䠄㻞㻜㻞㻝䠅䛿䛭䜜䜢㋃䜎䛘䛶䠈Ẽ㇟
ᗇྜᡂ䝺䞊䝎䞊䛾㝆Ỉ㔞䛸 㻭㻹㼑㻰㻭㻿 ほ 㝆Ỉ㔞䜢⣔ิ䛷ẚ㍑䛧䠈ᆅୖ䛷㝆䛳䛶䛔䜛䛾䛻䝺䞊䝎䞊䛷䛿㝆䛳䛶䛔䛺䛔
䛜ᆅୖ㝆Ỉ䛾⣙༙ศ䜢༨䜑䜛ᆅⅬ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䠊䜘䛳䛶䠈Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊㝆Ỉ㔞䜢䛖䛻䛿䠈㢼䛻䜘䜛
㐠ᦙ䛾ホ౯䛜ᚲせ䛺ྍ⬟ᛶ䛜⪃䛘䜙䜜䛯䛯䜑䠈䛣䛣䛷䛿Ẽ㇟䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䜛 㻟 ḟඖ㢼㏿ሙ䛸Ẽ㇟䝺䞊䝎䞊㝆Ỉ㔞
䜢⏝䛔䛶䠈ᆅୖ䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛯ᚋ᪉ὶ㊧⥺ゎᯒ䜢ヨ䜏䛯䠊㻌
䠎䠊ほ 䛸ᡭἲ㻌
ᅗ䠍 ᑠฟ䛛䜙䛾
≲⊭≳
ᚋ᪉ὶ㊧⥺䛾
Ẽ㇟ 㻹㻼 䝺䞊䝎䞊䛿㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ䛾⎔ቃ䝅䝇䝔䝮Ჷᒇୖ
䠄⤒ᗘ㻦㻝㻟㻤䠊㻣㻣㻤㻝㻥㼻䠈⦋ᗘ㻦㻟㻣䠊㻠㻞㻟㻝㻤㼻䠈ᶆ㧗㻦㻤㻤䠊㻥㼙䠅䛻タ⨨䛧
䛯ྂ㔝㟁Ẽ䠄ᰴ䠅〇䛾 㼄 䝞䞁䝗೫Ἴ䝗䝑䝥䝷䞊䝺䞊䝎䞊䛷䛒䜛䠊」
ᩘ䛾 㻼㻼㻵 ほ 䛾䛖䛱䠈௮ゅ 㻟 ᗘ䛷 㻞 ศẖ䛻ほ 䛧䛯䝕䞊䝍䜢⏝
䛧䛯䠊㻟 ḟඖ㢼㏿ሙ䛿䠈Ẽ㇟ᗇ 㻳㻼㼂 䜢ึᮇ್ཬ䜃ቃ⏺್䛸䛧䛯Ỉ
ᖹゎീᗘ 㻝䠊㻡㼗㼙䞉㖄┤ 㻡㻜 ᒙ䛾Ẽ㇟ᗇ 㻺㻴㻹䠄㠀㟼ຊ䝰䝕䝹䠅䜢⏝
≲⊮≳
≲⊬≳
䛔䠈㜵⅏⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᡤ㞷ị㜵⅏◊✲䝉䞁䝍䞊䛷ẖ᪥ 㻞 ᅇணሗ
䜢⾜䛳䛶䛔䜛䝕䞊䝍䛾 㻟 䛛䜙 㻝㻠 㛫┠䜎䛷䛾 㻝 㛫್䜢ྲྀ䜚ฟ䛧䠈
㐃⤖䛧䛯䜒䛾䜢⏝䛔䛯䠊ᆅୖ㝆Ỉ㔞䛸䛧䛶Ẽ㇟ᗇ 㻭㻹㼑㻰㻭㻿 ほ 䜢
⏝䛔䛯䠊ᮇ㛫䛿 㻞㻜㻞㻜 ᖺ 㻞 ᭶ 㻡 ᪥䡚㻝㻠 ᪥䛸䛧䠈䛣䛾ᮇ㛫䛿పẼᅽ
䛜㏻㐣ᚋᆺ䛻䛺䜛䝃䜲䜽䝹䛜 㻞 ᅇ䠈䛖䛱 㻞 ᅇ┠䛿ᆺᚋ䛻㝣
ᆅᇦ䜢ᑠపẼᅽ䛜㏻㐣䛧䛶䛔䛯䠊㻌
ஞר
ᚋ᪉ὶ㊧⥺ゎᯒ䛿䠈㻺㻴㻹 䛷⏝䛔䛯ᆅᙧ䛛䜙ᆅୖ㧗ᗘ䜢༡䞉
ᮾす䛸䜒⥺ᙧෆᤄ䛷ồ䜑䠈䛭䛾㧗ᗘ䛸⦋ᗘ䞉⤒ᗘ䜢㉳Ⅼ䛸䛧䛶 㻺㻴㻹 䛾 㻟 ḟඖ㢼㏿ሙ䜢༡䞉ᮾす䞉ᶆ㧗䞉㛫䛻ᑐ䛧䛶⥺
ᙧෆᤄ䛧䛶ồ䜑䛯㢼㏿䛷㛫ⓗ䛻ᚋ᪉䛻⛣ື䛥䛫䠈䛭䜜䜢 㻝 ศẖ䛻⧞䜚㏉䛧䛶ᚋ᪉ὶ㊧⥺䜢ồ䜑䛯䠊⢏Ꮚ䛾ⴠୗ㏿ᗘ䛿
㻝㼙䞉㼟㻙㻝 䛸௬ᐃ䛧䛯䛾䛷䠈㞷∦䛜㝆䛳䛶䛔䜛䛸䛝䛾䜏䛜ᑐ㇟䛷䛒䜛䠊䛣䛾ᚋ᪉ὶ㊧⥺䛸䝺䞊䝎䞊ほ 㠃䛜ᕪ䛧䛯⟠ᡤ䛾㝆
Ỉ㔞䜢䛂ᚋ᪉ὶ㊧⥺ゎᯒ㝆Ỉ㔞䛃䛸䛧䛯䠊㻌
䠏䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ㻌
ᑠฟほ Ⅼ䛷䛾 㻡䠈㻢䠈㻣 ᪥䛾 㻝㻞 㛫ẖ䛾ὶ㊧⥺ゎᯒ䛾䜢ᅗ䠍䛻♧䛧䛯䠊㻔㼍㻕䛜ୖ䛛䜙ぢ䛯ᅗ䠈㻔㼎㻕䛜༡䛛䜙ぢ䛯ᅗ䠈㻔㼏㻕
䛜す䛛䜙ぢ䛯ᅗ䛷䛒䜛䠊䛣䛾䛷䛿ィ⟬㛤ጞᆅⅬ䛛䜙ᚋ᪉ὶ㊧⥺⤊➃䜎䛷䛾㊥㞳䛿Ỉᖹ䛻᭱䛷⣙ 㻝㻜㼗㼙 䛷䚸⤊➃䜎䛷
䛻᭱䛷⣙ 㻞㻜 ศ⛬ᗘ䛾㛫䛜䛛䛛䛳䛶䛔䜛䚹Ḟ 䛸䛩䜛᮲௳䛿䚸䝺䞊䝎䞊ほ ⠊ᅖ䜢እ䜜䜛䠈䜎䛯䛿䠈㧗ᗘ䛜 㻟㼗㼙 䜘䜚
䛝䛟䛺䛳䛯䛸䛧䛯䠊ḟ䛻ᑠฟᆅⅬ䛷䛾ྛ㝆Ỉ㔞䛺䛹䜢ẚ㍑䛧䛯ᅗ䜢ᅗ䠎䛻♧䛩䠊ᅇ䛾 㻝 㛫㞟ィ䛾䛷䛿୕⪅䛻
ⴭ䛧䛔㐪䛔䛿䛺䛔䜘䛖䛻䜒ぢ䛘䜛䛜䠈㝆㞷㞼䛜ᅋሢ≧䛷⛣ື䛩䜛䛻ᚋ᪉ὶ㊧⥺ゎᯒ㝆Ỉ㔞䛸ほ Ⅼ┤ୖ䝺䞊䝎䞊㝆Ỉ
㔞䛾 㻞 ศ್䛻䛿㐪䛔䛜ぢ䜙䜜䠈┤ୖ䜢ぢ䜛䛾䛿䛯䜑䜙䜟䜜䜛䜿䞊䝇䜒䛒䜛䛯䜑䠈୍ᐃ䛾᭷⏝ᛶ䛿䛒䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌

ᅗ䠎㻌 ᑠฟ䛷䛾ゎᯒᮇ㛫୰䛾 㻭㻹㼑㻰㻭㻿 㝆Ỉ㔞䠄ᐇ⥺䠅䠈ᚋ᪉ὶ㊧⥺ゎᯒ㝆Ỉ㔞䠄㉥⥺䠅䠈ほ Ⅼ┤ୖ䛾䝺䞊䝎䞊㝆Ỉ㔞䠄㯮Ⅼ⥺䠅䠊Ỉ
Ⰽ⥺䛿✚㞷῝䠈⥳⥺䛿ᆅୖẼ 䠈ỈⰍ䝝䝑䝏䛿Ẽ
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ỗ⏝䝺䞊䝄䞊㊥㞳ィ䛻䜘䜛ᾘ㞷タไᚚᐇ㦂
⸨㔝ᚿ 1䞉୰ᮧ㍜ 1䞉༑▼ᾈ 1
䠄1䠖ᰴᘧ♫ ⯆䠅

䠍䠊䛿䛨䜑䛻
ᩓỈᾘ㞷タ䛾㐠㌿ไᚚ䛿䠈㝆㞷䛾᭷↓䜔ᙉᗘ䜢ุᐃ
䛧䛶⾜䛖㝆㞷᳨▱ไᚚ䛜ὶ䛷䛒䜛䛜䠈㐨㊰䛻✚䜙䛺䛔䛸䛝
䛷䜒ᩓỈ䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜛Ⅼ䛷㠀ຠ⋡䛷䛒䜛䠊୍᪉䠈㐨㊰✚㞷
᳨▱䛧ᩓỈ䛩䜛✚㞷᳨▱ไᚚ䛿䠈㝆㞷᳨▱ไᚚ䜘䜚䜒㐠㌿
㛫䜢 㻝㻛㻟 ⛬ᗘ䜎䛷ᢚ䛘䜙䜜ຠ⋡䛾Ⰻ䛔䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛯
㻝㻕
䠊䛧䛛䛧䠈ⓑ䛟✚䜒䜛䜎䛷䛿ᩓỈ䛧䛺䛔䛾䛷䠈ᾘ㞷䝃䞊䝡䝇
䝺䝧䝹䛿㝆㞷᳨▱ไᚚ䛻ㆡ䜛ᙧ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊䛣䛾䜘䛖䛺⫼
ᬒ䛛䜙䠈ຠ⋡ⓗ䛛䛴༑ศ䛺ᾘ㞷䝃䞊䝡䝇䝺䝧䝹䜢☜ಖ䛩䜛
ไᚚ᪉ἲ䛸䛧䛶䠈㝆㞷䛸✚㞷䛾୧᪉䜢᳨▱䛧䛶⾜䛖」ྜไᚚ
䛜◊✲䛥䜜䛶䛔䜛 㻞㻕䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈ỗ⏝䝺䞊䝄䞊㊥㞳ィ䜢
䛳䛯ᾘ㞷タ䛾」ྜไᚚ䜢ᐇ䛧䛯䛾䛷䠈䛭䛾ᾘ㞷≧ἣ䜢
ሗ࿌䛩䜛䠊
䠎䠊ᐇ㦂᪉ἲ
䝺䞊䝄䞊㊥㞳ィ䛿䠈䝆䜸䝔䜽䝃䞊䝡䝇ᰴᘧ♫〇 㻳㻸㻰㻙
㻝㻜㻜㻜㻜㻌 䜢⏝䛧䛯䠊 ᐃ㊥㞳 㻝㻜㻌㼙 䛷ศゎ⬟䛿 㻝㻌㼙㼙 䛷䛒
䜛䠊㝆㞷䛾 ᐃ≧ἣ䜢ᅗ 㻝 䛻♧䛩䠊㻝 ⛊㛫㝸䛷 㻡 ศ㛫
ᐃ䛧䛯㊥㞳䝕䞊䝍䜢⤫ィ䛧䠈㝆㞷⢏Ꮚ⨨䛸✚㞷㠃⨨䛻
ศ㞳䛧䛯䠊✚㞷῝ 㻝㻌㼏㼙 ௨ୖ䛷✚㞷᳨▱䠈㝆㞷⢏Ꮚ䜹䜴䞁䝖
ᩘ䛜㜈್䜢㉸䛘䛯䛸䛝䜢㝆㞷᳨▱䠈㝆㞷᳨▱䛷㐠㌿䠈㝆㞷
ཬ䜃✚㞷䜢᳨▱䛧䛺䛟䛺䛳䛯䛸䛝Ṇ䛩䜛」ྜ᳨▱䛸䛧䠈ไ
ᚚฟຊ䜢⾜䛳䛯䠊
䠏䠊ᐇ㦂⤖ᯝ
㻞㻜㻞㻝㻙㻞㻜㻞㻞 ᖺᮇ䠈᪂₲ᕷ୰ኸ༊䛾⯆䝡䝹ᩜᆅෆ䛾ᾘ
㞷タ䛻䛚䛔䛶䠈㝆㞷᳨▱ไᚚ䠈✚㞷᳨▱ไᚚ䛚䜘䜃」ྜ
᳨▱ไᚚ䜢ᐇ䛧䛯䠊」ྜ᳨▱ไᚚ䛻䜘䜛᳨▱≧ἣ䜢
ᅗ 㻞 䛻䠈ᾘ㞷≧ἣ䜢ᅗ 㻟 䛻♧䛩䠊䛣䛾䛷䛿䠈」ྜ᳨▱
㛫䛿 㻝㻟㻡 ศ䛷䠈㝆㞷᳨▱㛫䠄Ẽ 㻜㻚㻡䉝௨ୗ䛷㝆㞷⢏
Ꮚ䜹䜴䞁䝖 㻝 ௨ୖ䠅㻟㻢㻡 ศ䛾䛚䛚䜐䛽 㻝㻛㻟 䛷䛒䛳䛯䠊ᾘ㞷≧
ἣ䜢ぢ䜛䛸䠈ᾘ㞷⬟ຊ䜢㉸䛘䜛ᙉ䛔㝆㞷䛻ⓑ✚㞷䛸䛺䛳䛯
䛜䠈ⓑ㊰㠃䛸䛺䜛๓䛻ᩓỈ䜢㛤ጞ䠈䝅䝱䞊䝧䝑䝖≧䛾✚㞷䛜
ṧ䜛≧ἣ䛷ᩓỈṆ䛧䛯䠊
䠐䠊⪃ᐹ
ỗ⏝䝺䞊䝄䞊㊥㞳ィ䛷✚㞷䜢 ᐃ䛩䜛䛸䠈ᐇ㝿䛾✚㞷㠃
䜘䜚 㻝䡚㻞 㼏㼙 ⛬ᗘὸ䛟 ᐃ䛥䜜䜛 㻟㻕䠊ᮏᐇ㦂䛷䜒ᩓỈ䛻䜘䜚ⷧ
䛔䝅䝱䞊䝧䝑䝖≧䛾✚㞷䜎䛷ᾘ㞷䛥䜜䛯Ⅼ䛷✚㞷䝊䝻䛸
᳨▱䛥䜜䠈ᩓỈ䜢Ṇ䛧䛯䠊䛣䜜䛿ၥ㢟Ⅼ䛷䛿䛺䛟䠈ᆅୗỈ
䜢⠇Ỉ䛧㐨㊰ୖ䛻ከᑡ䛾㞷䛜ṧ䜛䛣䛸䜢チᐜ䛩䜛㐠㌿ไᚚ
䛻䛿䠈 ᐃ㊥㞳䜢䛭䛾䜎䜎㐠㌿ุᐃ䛻䛘䜛Ⅼ䛸䜏䜛䛣䛸
䜒䛷䛝䜛䠊ᮏᐇ㦂䛷䛿㝆㞷ᙉᗘ䜒᳨▱䛧䛶䛔䜛䛾䛷䠈㝆㞷ᙉ
ᗘ᳨▱䛸✚㞷᳨▱䛸⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛷䠈㞷䜢ṧ䛥䛺䛔」ྜ
ไᚚ䜒ྍ⬟䛸⪃䛘䛶䛔䜛䠊
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㝆㞷⢏Ꮚ

㝆㞷⢏Ꮚ
✚㞷㠃䠄㊰㠃䠅

✚㞷㠃䠄㊰㠃䠅

ᅗ 1 ࣮ࣞࢨ࣮ᑕ⏬ീ㸦ྜᡂ㸧㻌

ᅗ 2 」ྜไᚚࡢ᳨▱≧ἣ㻌

㻞㻛㻝㻢㻌㻞㻜㻦㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻛㻝㻢㻌㻞㻝㻦㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻛㻝㻣㻌㻜㻦㻜㻜

㻞㻛㻝㻣 㻞㻦㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻛㻝㻣㻌㻣㻦㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻛㻝㻣㻌㻤㻦㻜㻜

ᅗ 3 」ྜไᚚࡼࡿᾘ㞷≧ἣ
ᩥ⊩
㻝㻕ዟ⏣ᗈ⾜ 㻔㻞㻜㻝㻢㻕䠖䝬䜲䝁䞁⏬ീฎ⌮ᆺ✚㞷䝉䞁䝃䛾◊✲㛤Ⓨ䠊⚟
┴㞷ᑐ⟇ᢏ⾡䝉䞁䝍䞊ᖺሗ䠈➨ 㻞㻤 ྕ
㻞㻕ୖᮧ㟹ྖ䠈ၿဢᗈ 㻔㻞㻜㻝㻥㻕䠖㊰㠃⼥㞷⨨䛾タィ⇕㈇Ⲵ ➨ 㻟 ሗ䠖䝃
䞊䝡䝇Ỉ‽䛸ᾘ㈝⇕䛾⥲ྜホ౯ᣦᶆ䛾ᥦ䠈㞷ị㻘㻌㻤㻝 㻔㻢㻕䠈㻞㻢㻥䌦㻞㻤㻝䠊
㻟㻕ᒣ㈡ᗣᖹ䠈ᖹ⏣ᣅᕭ䠈ᮡཎᖾಙ䠈ୖᮧ㟹ྖ 㻔㻞㻜㻞㻝㻕䠖ỗ⏝䝺䞊䝄䞊㊥㞳
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㧗㟁ᅽࣃࣝࢫ༳ྍࡼࡿึᬗᙧᡂಁ㐍
ྜྷ⏣㈗䠍࣭ࠐᒸᮏᛅḟ 㻝࣭⸨ᓮ㣁ኴ 㻞࣭ᮡཎᖾಙ 㻟࣭ୖᮧ㟹ྖ 㻟
䠄㻝䠖 㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛᏛ㝔 ᕤᏛ◊✲⛉ 㻞䠖 㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ ᕤᏛ㒊 㻟䠖 㛗ᒸᢏ⾡⛉ᏛᏛ ᶵᲔ㐀ᕤᏛᑓᨷ䠅

䠍䠊䛿䛨䜑䛻
㧗ရ㉁䛺ị䠄⤖ᬗ⢏䛜䛝䛔䠈⤖ᬗ᪉䛜ᥞ䛳䛶䛔䜛䠈Ẽ
Ἳ䛜䛺䛔䠅䛿䠈䛭䛾㏱᫂ᗘ䜔ຍᕤᛶ䛾㧗䛥䛛䜙≉䛻㣧㣗ᴗ
⏺䛺䛹䛷㟂せ䛜䛒䜛䠊୰䛷䜒䝞䞊䝔䞁䝎䞊ᴗ⏺䛷䛿ị䛺
䛹䜢స䜛䛯䜑䛾↓ẼἻị䛾㟂せ䛜㧗䛔䠊䛭䛾䛯䜑ᙜ◊✲ᐊ
䛷䛿ᨺᑕ෭༷䜢⏝䛔䠈ୖグ䛾㧗ရ㉁䛺ị䜢సᡂ䛩䜛ᢏ⾡䛻
䛴䛔䛶◊✲䜢⾜䛳䛶䛝䛯䠊
ᮏሗ࿌䛷䛿ị䛾㏱᫂ᗘ䜢ୗ䛢䜛ᅉ䛷䛒䜛ẼἻ䛾䛖䛱䠈
〇ịึᮇ䛻Ⓨ⏕䛩䜛ᚤẼἻ⩌䛾ᢚไ᪉ἲ䜢ᥦ䛧䠈ị䛾㏱
᫂ᗘホ౯䛛䜙䛭䛾᭷ຠᛶ䜢☜ㄆ䛧䛯⤖ᯝ䜢ሗ࿌䛩䜛䠊
䠎䠊ᨺᑕ෭༷䛻䜘䜛〇ị⨨
ᐇ㦂䛻⏝䛔䛯〇ị⨨䛾ᴫ␎ᅗ䜢ᅗ 㻝 䛻♧䛩䠊㞺ᅖẼ
ᗘ 㻞䉝䛻タᐃ䛧䛯ప ᐊෆ䛻〇ị⏝䛾Ỉᵴ䜢⨨䛝䠈䛭䛾ୖ
䛻〇ị䝴䝙䝑䝖䜢タ⨨䛩䜛䠊〇ị䝴䝙䝑䝖䛿ෆᒙ䛸እᒙ䛻ศ
䛛䜜䛶䛚䜚䠈ෆᒙෆ䛻䛿㞄ᐊ䛻䛒䜛ᾮᚠ⎔⨨Ỉᵴ䛛
䜙ᾮ䛜ὶ䜜䛶䛚䜚䠈ᾮ䛻䜘䜚෭䜔䛥䜜䛯ෆᒙୗ㠃
䛾䜰䝹䝭ᯈ䛜Ỉᵴෆ䛾ཎᩱỈ䛾⇕䜢ዣ䛳䛶䠈ị䛜ᡂ㛗䛩䜛
⤌䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜛䠊䛺䛚䠈ෆᒙ䛸እᒙ䛾㛫䛻䛿 㻟㼙㼙 䛾㝽
㛫䛜䛒䜚䠈䛣䜜䛻䜘䜚ᨺᑕ෭༷䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䜛䠊
๓ᐊ䠄ᵐᵎḥ䠅

ప

ᾮᚠ⎔䠄䠉ᵐᵎ
ᵎ䡚䠉ᵏᵎ
ᵎḥ䠅

ᐊ䠄ᵐḥ䠅

ᨺᑕ〇ị
䝴䝙䝑䝖

ᵢᶐᶗᴾᵬᵐ
䜰䜽䝸䝹ᯈ

ᵏᵓᵎ

䝏䝷䞊

ᵐ ᵑ

ᾮ
䜰䝹䝭ᯈ

-----

ཎᩱỈ

Ỉᵴ
ᵐᵐᵎ

୰䛾⁐ᏑẼయ䛾ᣑᩓ㏿ᗘ䜘䜚䜒⤖ᬗᡂ㛗㏿ᗘ䛾᪉䛜᪩䛟䛺
䛳䛯⤖ᯝ䠈䝕䞁䝗䝷䜲䝖㒊ศ䜢୰ᚰ䛻ᒁᡤⓗ䛻⁐ᏑẼయ䛾⃰
ᗘ䛜㣬䛻㐩䛩䜛䛛䜙䛰䛸⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䠎䠅䠊䛣䛾䛣䛸䛛䜙䠈
㐣෭༷ᗘ䛜ᑠ䛥䛔䛖䛱䛻㐣෭༷䛾ゎᾘ䜢ಁ㐍䛧䠈䝕䞁䝗䝷䜲
䝖䛾ᡂ㛗㏿ᗘ䜢㐜䛟䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᚤẼἻ⩌䛾Ⓨ⏕䜢ᢚไ䛷䛝
䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊
ᡂ㛗᪉ྥ

ඏـ๒܊
ॵধܙ͖Δॶఈ͠ΉͲ
තͶखΕࠒΉΗͪঘ͠͵
ـ๒܊ɽ
ϧϱξϞͶ
ܙͤΖɽ

ـ๒
ත͗ௗͤΖͳɼ݀ΌΔΗͪҒ
͖Δ͖͢য়Ͷ͵Δ͵͏ـ๒
͗ਫ਼ͤΖɽ

ᅗ 㻞 ị䛻ᯒฟ䛩䜛ẼἻ䛾✀㢮
䠐䠊㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳ྍ䛻䜘䜛㐣෭༷䛾ゎᾘ
䠐䠊䠍䠊 ᐇ㦂ᴫせ
㐣෭༷Ỉ䛻㏻㟁䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚㐣෭༷䛜ゎᾘ䛥䜜䜛䛣䛸䛿
▱䜙䜜䛶䛔䜛䠏䠅䠊ᮏ◊✲䛷䛿䠈〇ị୰䛾ཎᩱỈ䛻㧗㟁ᅽ䝟
䝹䝇䜢༳ྍ䛩䜛䛣䛸䛷䠈㐣෭༷䜢ᙉไⓗ䛻ゎᾘ䛧䠈䛭䜜䛻䜘
䜛ịሢ୰䛾ᚤẼἻ⩌Ⓨ⏕䜈䛾ᙳ㡪䜢ㄪᰝ䛧䛯䠊
ᮏ◊✲䛷䛿䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䜢Ⓨ⏕䛥䛫䜛䛯䜑䠈䛔ᤞ䛶䜹
䝯䝷䛛䜙ྲྀ䜚ฟ䛧䛯䝣䝷䝑䝅䝳ᅇ㊰䛸 㻝㻜 ẁ䛾䝁䝑䜽䜽䝻䝣䝖䞉䜴
䜷䝹䝖䞁ᅇ㊰䜢⏝䛔䛶䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇Ⓨ⏕⨨䜢స〇䛧䛯
䠄ᅗ 㻟䠅䠊

ᵹᶋᶋᵻ

ᅗ䠍 〇ị⨨ᴫ␎ᅗ

⣙6000V

䠏䠊ẼἻ䛾ᯒฟ䝯䜹䝙䝈䝮䛻䛴䛔䛶
ᨺᑕ෭༷䛻䜘䛳䛶䛴䛟䜛ị䛻ᯒฟ䛩䜛ẼἻ䛿䠈ị䛾ึᬗ
ᙧᡂ䛻ị䛻ྲྀ䜚㎸䜎䜜䜛ᚤẼἻ⩌䛸ị䛾ᡂ㛗䛻క䛔ᡤᐃ
ཌ䛥䛻㐩䛧䛯ᚋ䛻ᯒฟ䛩䜛ẼἻิ䛾✀㢮䛻ศ䛡䜙䜜䜛
䠄ᅗ 㻞䠅䠊ẼἻิ䛾ᢚไ᪉ἲ䛿ඛ⾜◊✲䠍䠅䛻䜘䜚ゎ᫂῭䜏䛷䛒
䜛䛯䜑䠈ᮏ◊✲䛷䛿ᚤẼἻ⩌䛻ὀ┠䛧䛯䠊ᚤẼἻ⩌䛿ึᬗ
䛾䝕䞁䝗䝷䜲䝖䠄ᶞᯞ≧⤖ᬗ䠅㏆䛻ᯒฟ䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛶
䛔䜛䠊䝕䞁䝗䝷䜲䝖䛿䠈㐣෭༷ᗘ䛜㧗䛔ᾮయ䛾㐣෭༷䛜ゎᾘ
䛥䜜䠈⤖ᬗᡂ㛗䛜ጞ䜎䛳䛯㝿䛻Ⓨ⏕䛧䠈㐣෭༷䛥䜜䛯ཎᩱỈ
䛾య✚䛜䛝䛔䜋䛹䛝䛟ᡂ㛗䛩䜛䠊ᚤẼἻ⩌䛜䝕䞁䝗䝷䜲
䝖㏆䛻ᯒฟ䛩䜛䝯䜹䝙䝈䝮䛿䠈㐣෭༷䛜ゎᾘ䛧䛯㝿䛻䠈Ỉ
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ᅗ 㻟 㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇Ⓨ⏕⨨
䠐䠊䠎䠊 ᐇ㦂᪉ἲ
ᐇ㦂⨨䛾ᴫ␎ᅗ䜢ᅗ㻠䛻♧䛩䠊〇ị䝴䝙䝑䝖ෆ䛻㧗㟁ᅽ
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䝟䝹䝇Ⓨ⏕⨨䛾ᑟ⥺䜢㏻䛧䠈Ỉᵴෆ䛾ヨᩱỈෆ䛻ᑟ⥺䛜
ฟ䜛䜘䛖䛻䝉䝑䝖䛧䠈ᨺᑕ෭༷䜢⾜䛖䠊ᑟ⥺㏆䛾ヨᩱỈ䛾Ỉ
䛿 㼀 ᆺ⇕㟁ᑐ䜢⏝䛔䛶䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛷☜ㄆ䛧䠈Ỉ 䛜 㻜䉝
௨ୗ䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛜☜ㄆฟ᮶䛯䜙 㻝 ศ䛤䛸䛻㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䜢
༳ྍ䛩䜛䠊䛭䛧䛶䠈㐣෭༷䛜ゎᾘ䛥䜜䜛䜎䛷䛾㛫䛸䛭䛾䛸
䛝䛾㐣෭༷ᗘ䜢ㄪᰝ䛧䛯䠊

㸳㸬ịࡢ㏱᫂ᗘホ౯
㸳㸬㸯㸬ᐇ㦂ᴫせ
๓❶䛷㏙䜉䛯䜘䛖䛻䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䜢༳ྍ䛩䜛䛣䛸䛷䠈ᚤ
ẼἻ⩌䜢ᢚไ䛷䛝䜛䛣䛸䛜┠ど䛷☜ㄆ䛷䛝䛯䠊䛣䛾䛾ị䛾
㏱᫂ᗘ䜢ᐃ㔞ⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䠈䝺䞊䝄䞊ග䜢ị䛻㏱㐣䛥
䛫䛯ᙉᗘ್䛛䜙ᒁᡤⓗ䛺㏱᫂ᗘ䜢ホ౯䛩䜛᪉ἲ䜢⪃䛧䛯䠊
㸳㸬㸰㸬ᐇ㦂᪉ἲ
㏱᫂ᗘ ᐃ䛾ᴫせᅗ䜢ᅗ 㻝㻜 䛻♧䛩䠊 ᐃⅬ䛿ị䛾ୖ㠃
䛛䜙 㻟㻡㼙㼙 䛾ሙᡤ䜢 㻟㻜㼙㼙 㛫㝸䛷䠍㎶䛻䛴䛝 㻠 䜹ᡤ䠈㻠 ㎶䛷
ィ㻝㻢 䜹ᡤ ᐃ䛧䛯䠊ị䛾㏱᫂ᗘ䛿䝺䞊䝄䞊䛾㏱㐣⋡䛻䜘䛳
䛶ホ౯䛧䠈௨ୗ䛾䜘䛖䛻ᐃ⩏䛩䜛䠊

㏱㐣⋡ =
ᅗ 㻠 㟁ᴟ䛾㓄⨨
䠐䠊䠏䠊 ᐇ㦂⤖ᯝ
㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䛾༳ྍ䛾᭷↓䛷 㻟 ᅇ䛪䛴ᐇ㦂䜢⾜䛔䠈䛭䜜
䛮䜜䛾㐣෭༷ゎᾘ䜎䛷䛾㛫䛸㐣෭༷ᗘ䜢 ᐃ䛧䛯䠊䛭䛾
⤖ᯝ䠈㐣෭༷ゎᾘ䜎䛷䛾㛫䛿䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䛾༳ྍ↓䛧
䛾ሙྜ䛜 㻠㻜䡚㻢㻜 ศ⛬ᗘ䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳
ྍ䛧䛯ሙྜ䛻䛿 㻞㻜䡚㻟㻜 ศ䛸䛚䜘䛭༙ศ䛸䛺䛳䛯䠊䜎䛯㐣෭
༷ᗘ䛿䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳ྍ↓䛧䛾ሙྜ䛻 㻟䡚㻡䉝䛷䛒䛳䛯䛾
䛻ᑐ䛧䛶䠈㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳ྍ䛻䜘䛳䛶 㻞䉝๓ᚋ䛸䛺䜚䠈ཎᩱ
Ỉ䜈䛾㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳ྍ䛜䠈㐣෭༷ゎᾘ䜎䛷䛾㛫▷⦰䛸
㐣෭༷ᗘᢚไ䛻᭷ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛜♧䛥䜜䛯䠊
ᅗ 㻡 䛻㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳ྍ䛾᭷↓䛻䛚䛡䜛㐣෭༷ゎᾘ䛾
䝕䞁䝗䝷䜲䝖䛾ᡂ㛗䛾ᵝᏊ䛸ྲྀ䜚ฟ䛧䛯ị䛾ᴫほᅗ䜢䛭䜜䛮
䜜♧䛩䠊㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䜢༳ྍ䛫䛪䛻〇ị䛧䛯⤖ᯝ䠈䝕䞁䝗
䝷䜲䝖䠄ᅗ䛾ⓑᯟ䠅䛿ཌ䛥᪉ྥ䛻⣙㻝㻜㼙㼙 ⛬ᗘ䜎䛷ᡂ㛗䛧䛶䛔
䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛷䛝䠈ྲྀ䜚ฟ䛧䛯ị䛿䝕䞁䝗䝷䜲䝖䛜ᡂ㛗䛧䛯ཌ
䛥䜎䛷ᚤẼἻ⩌䛾ᯒฟ䛜☜ㄆ䛷䛝䛯䠊䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶䠈䝟䝹䝇
䜢༳ྍ䛧䛶〇ị䛩䜛䛸䠈䝕䞁䝗䝷䜲䝖䛿ཌ䛥᪉ྥ䛻䜋䛸䜣䛹ᡂ
㛗䛧䛶䛚䜙䛪䠈ྲྀ䜚ฟ䛧䛯ị䜒ᚤẼἻ⩌䛾ᯒฟ䛜┠ど䛷䛿
☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䠊䛣䜜䛿㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇䜢༳ྍ䛧䛯䛣䛸䛷䠈
᰾⏕ᡂ䛾㐣෭༷ᗘ䜢ୗ䛢䠈䝕䞁䝗䝷䜲䝖䛾ཌ䛥᪉ྥ䜈䛾ᡂ
㛗㔞䛚䜘䜃ᡂ㛗㏿ᗘ䜢ୗ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛯䜑䛷䛒䜛䛸⪃䛘
䜙䜜䜛䠊
գྮ٭մভ࣎
υϱχϧφௗ

खΕड़ͪ͢ත؏

ϏϩηһՅ

͵͢
ϏϩηһՅ
͍Ε

ᅗ 㻡 䝕䞁䝗䝷䜲䝖ᡂ㛗䛸ị䛾እほ
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ị㏱㐣䛾䝺䞊䝄䞊ගᙉᗘ
✵Ẽ୰䛷䛾䝺䞊䝄䞊ගᙉᗘ

× 100 [%]

ᐇ㦂䛻⏝䛔䜛䝺䞊䝄䞊䛿䠈ị䛻྾䛥䜜䛻䛟䛔Ἴ㛗䛷䛒䜛
㻡㻟㻞㼙㼙 䛾䜒䛾䜢⏝䛧䛯䠐䠅䠊

ᅗ 㻢 ㏱᫂ᗘ ᐃ䛾ᴫせᅗ
䠑䠊䠏䠊 ᐇ㦂⤖ᯝ
㧗㟁ᅽ䝟䝹䝇༳ྍ䜢䛧䛶〇ị䛧䛯ị䠄㐣෭༷ᗘ 㻞㻚㻜䉝䠅䛸䝟
䝹䝇༳ྍ䛺䛧䛷〇ị䛧䛯ị 㻞 䛴䠄㐣෭༷ᗘ 㻟㻚㻥䉝䠈㻠㻚㻡䉝䠅䛾
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2021 年度日本雪氷学会北信越支部事業報告
1.

研究発表会
2021 年度北信越支部研究発表会・製品発表検討会（2021 年度日本雪氷学会北信越支部大会）
日

時：2021 年 6 月 5 日（土）9:00〜17:10

場

所：オンライン開催（Zoom）

参加者：41 名（申込数）
研究発表：25 件（うち 1 件キャンセル）
プログラム：

2.

開催にあたって

9:00〜9:10

研究発表会

9:10〜11:50

総

13:00〜13:45

会

支部賞授賞式

13:45〜14:15

研究発表会

14:20〜17:10

研修会等

2.1 講演会
今年の雪速報会 2020－21
日

時：2021 年 6 月 3 日（木）14:00〜17:10

場

所：オンライン開催（Zoom）

主

催：NPO 法人水環境技術研究会

共

催：
（公社）日本雪氷学会北信越支部，
（国研）防災科学技術研究所雪氷防災研究セン
ター，（一社）北陸地域づくり協会

参加者：200 名
プログラム：
開催挨拶：陸旻皎（水環境技術研究会）
第一部：今年の雪の気象学的特徴について

司会：勝島隆史（森林総合研究所）

「北陸地方を中心とした 2020/21 冬の天候と降雪の特徴」：東屋義幸（新潟地方気象台）
「2020/21 冬季の大雪をもたらした大気循環場の特徴」：本田明治（新潟大学）
第二部：今年の雪への対応について

司会：吉田あみ（新潟県十日町地域振興局）

「令和 2 年 12 月関越道集中降雪による大規模な車両滞留を振り返って」
：久保竜志（東日
本高速道路株式会社新潟支社）
「北陸地方整備局管内の冬期道路交通確保に向けた取り組みについて」：岩崎誠（国土交
通省北陸地方整備局）
「令和 3 年 3 月に発生した糸魚川来海沢地区の融雪地すべり災害」：岡本隆（森林総合研
究所）
「2020/21 冬期における雪おろシグナルの運用」：平島寛行（防災科学技術研究所）
「屋根雪下ろしのアンカー問題」：木村浩和（NPO 中越防災フロンティア/興和）
総合討論：瀬戸民枝（新潟県糸魚川地域振興局）
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閉会挨拶：北陸地域づくり協会
第 2 回全国地中熱フォーラム 2021 新潟
日

時：2021 年 10 月 19 日（火）13:00〜18:00

場

所：オンライン開催（Zoom）

共

催：新潟県地中熱利用研究会，NPO 地中熱利用促進協会

後

援：（公社）日本雪氷学会北信越支部，ほか多数のため省略

プログラム：
第 1 部：開会
開会挨拶：池野正志（第 2 回全国地中熱フォーラム 2021 新潟 実行委員長）
祝

辞：花角英世（新潟県知事）

基調講演：
「アフターコロナは地域の時代！−これからの企業の在り方−」
：伊藤聡子（フリ
ーキャスター/事業創造大学院大学）
第 2 部：ゼロカーボン，SDGs と地中熱 －脱炭素社会実現に向けた地域での地中熱普及の
役割－
「脱炭素の持続的社会実現に向けて地中熱はどのように貢献できるか」：笹田政克（NPO
地中熱利用促進協会）
「環境省における地球温暖化対策と地中熱利用への取り組み」：坪谷剛（環境省）
「カーボンニュートラルと地中熱」：田中健人（新潟県産業労働部）
「2035 年脱炭素のまち・柏崎市 スタートに向けて」：佐藤徹（柏崎市市民生活部）
「次世代を担う高校生への地中熱教育」：齋藤浩之（新潟県地中熱利用研究会）
第 3 部：脱炭素社会に向けての再生可能エネルギー熱利用 −成功事例の紹介–
「雪氷熱の事例，下水熱の事例，地中熱の事例」：上村靖司（長岡技術科学大学）
閉会挨拶（本日の総括）：笹田政克（NPO 地中熱利用促進協会）
バーチャル展示会による説明会
2021 年度雪と氷の不思議がいっぱい！わくわくオンライン展示講演会
日

時：2022 年 3 月 27 日（日）13:00〜16:00

場

所：オンライン開催（Zoom）

主

催：（公社）日本雪氷学会北信越支部

参加者：35 名
プログラム：
オープニング
Dr. ナダレンジャーによる講演
オンライン展示講演のメニュー紹介
各種オンライン展示講演
「Dr. ナダレンジャーの科学実験教室 －25 mm の対流圏－」：Dr. ナダレンジャー
「空の虹色・大気光学現象実験」：藤野丈志（株式会社興和）
「オール百均グッズ版 スマホでばっちり雪結晶の透過光撮影」
：加藤正明（長岡市立科学
博物館）
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「雪結晶の立体的な形を見てみよう」：本吉弘岐（防災科学技術研究所）
「熱の透明マント」：堀雅裕（富山大学）
「平松式ペットボトル人工雪発生装置」：富山大学杉浦研究室
「凍ったポカリを飲むと最初が甘いのはどうして？」：富山大学堀研究室
2.2 見学会
第 26 回雪形ウォッチング
新型コロナウィルス感染拡大防止のため現地開催中止
主催：国際雪形研究会，（公社）日本雪氷学会北信越支部
2.3 学習会
第 14 回雪氷防災研究センター・新潟地方気象台合同談話会
日

時：2021 年 12 月 14 日（火）13:15〜16:00

場

所：長岡震災アーカイブセンターきおくみらい多目的ホール

共

催：
（国研）防災科学技術研究所雪氷防災研究センター，新潟地方気象台，
（公社）日
本雪氷学会北信越支部

参加者：15 名
プログラム：
開催挨拶：上石勲（防災科学技術研究所）
「スキー場を対象とした吹雪由来の雪崩危険度推定の取り組み」：田邊章洋（防災科学技
術研究所）
「南極の地上観測について」：水野太治（新潟地方気象台）
「降雪短時間予報と新潟県における予報特性」：犬飼俊（新潟地方気象台）
「積雪重量分布情報「雪おろシグナル」の改良と応用」
：平島寛行（防災科学技術研究所）
「観測所における観測環境区分の策定に関する気象庁の取り組みについて（積雪観測を中
心に）」：蓼沼信三（新潟地方気象台）
閉会挨拶：蓼沼信三（新潟地方気象台）
2.4 講習会
積雪観測＆雪結晶撮影講習会
日

時：2021 年 12 月 18 日（土）13:00〜15:00

場

所：オンライン開催（Zoom）

共

催：
（公社）日本雪氷学会北信越支部，
（公社）日本雪氷学会関東・中部・西日本支部，
（国研）防災科学技術研究所

参加者：125 名
プログラム：
「雪結晶で読み解く雲の心」：荒木健太郎（気象研究所）
「雪結晶・積雪粒子撮影法」：藤野丈志（株式会社興和）
「積雪の変化と観測方法」：勝島隆史（森林総合研究所）
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普及・啓発

3.1 支部ホームページの運営（https://www.seppyo.org/hse/）
大会プログラム・予稿集の掲載，および学習会等イベントの広報などの情報を随時更新
3.2 教育普及に関する共催事業
積雪観測＆雪結晶撮影講習会
日

時：2021 年 12 月 18 日（土）13:00〜15:00

場

所：オンライン開催（Zoom）

共

催：
（公社）日本雪氷学会北信越支部，
（公社）日本雪氷学会関東・中部・西日本支部，
（国研）防災科学技術研究所

参加者：125 名
プログラム：
「雪結晶で読み解く雲の心」：荒木健太郎（気象研究所）
「雪結晶・積雪粒子撮影法」：藤野丈志（株式会社興和）
「積雪の変化と観測方法」：勝島隆史（森林総合研究所）
4.

2021 年度北信越支部賞の表彰
大沼賞：鈴木博人（東日本旅客鉄道株式会社 JR 東日本研究開発センター 担当部長（防災））
「長期間にわたる鉄道の降積雪量記録の電子媒体化とそれを用いた解析」
雪氷奨励賞：新屋啓文（新潟大学研究推進機構超域学術院 助教）
「雪粒子の挙動に立脚した吹雪・雪崩・泥流の運動メカニズムの解明」
雪氷功労賞：石坂雅昭（防災科学技術研究所 客員研究員）
「日本の降雪と積雪の特徴を究明する先駆的研究の推進と支部運営，雪氷学の啓発・普及
に尽力した功績」

5.

出版事業

5.1 支部機関誌
「雪氷北信越」第 41 号を 7 月に発行した．北信越支部ホームページにて公開．
6.

管理事項

6.1 北信越支部総会
2021 年 6 月 5 日（土），オンライン開催（Zoom）
6.2 理事・幹事会議
第 1 回理事・幹事合同会議：2021 年 5 月 10 日（月）～5 月 16 日（日），文書審議
第 1 回理事会議：2021 年 6 月 5 日（土），オンライン開催（Zoom）
第 2 回理事会議：2021 年 6 月 28 日（月）〜7 月 5 日（月），文書審議
第 2 回理事・幹事合同会議：2021 年 12 月 16 日（木），オンライン開催（Zoom）
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6.3 顧問・評議員会
2021 年 12 月 16 日（木），オンライン開催（Zoom）
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2021 年度日本雪氷学会北信越支部収支決算報告

2021年度予算 2 0 21 年度執行
（Ａ）
収 入

増減

(B)

（Ｂ）-（Ａ）

26 5,0 0 0

15 3,4 5 1

△ 11 1,5 4 9

会費収入

支部会員費

0

0

0

事業収入

研究発表会収入

35,000

0

△ 35,000

研修会講演会等収入

10,000

0

△ 10,000

10,000

5,560

△ 4,440

0

0

0

210,000

147,891

△ 62,109

出版収入

北信越支部機関誌

雑収入
本部からの繰り入れ
支 出
事業費

事業費 計
1調査・研究
2研究会研修会

3出版事業

15 3,4 5 1

△ 11 1,5 4 9

14 3,9 4 1

△ 2 8,0 5 9

0

0

0

70,000

22,002

△ 47,998

2,000

0

△ 2,000

研究発表会

北信越支部大会

研修会等

講演、見学、学習会

普及・啓発

教育普及事業

25,000

31,550

6,550

褒賞

北信越支部褒賞費

25,000

35,780

10,780

支部機関誌

北信越支部機関誌

50,000

54,609

4,609

0

0

0

9 3,0 0 0

9,5 1 0

△ 8 3,4 9 0

8,000

6,050

△ 1,950

85,000

3,460

△ 81,540

その他出版
管理費

26 5,0 0 0
17 2,0 0 0

管理費 計
事務局費
会議費
支払手数料

0

0

0

役員選挙費

0

0

0

雑費

0

0

0
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2022 年度日本雪氷学会北信越支部事業計画
事業分類
1 調査・研究

事業小分類

事 業 名

担 当

調 査
研 究

2 研究会研修会 研究発表会
研修会等

北信越支部

北信越支部 見学会の開催（１回）

北信越支部
北信越支部

北信越支部 積雪観測講習会の開催（１回）

北信越支部

北信越支部 ホームページの運営

北信越支部

北信越支部 教育普及に関する事業の開催（２回）

北信越支部

2022年度北信越支部賞の表彰

北信越支部

支部等機関誌 北信越支部 機関誌「雪氷北信越」42号の刊行

北信越支部

褒 賞

4 その他

北信越支部 講演会の開催（２回）
北信越支部 学習会の開催（３回）

普及・啓発

3 出版事業

北信越支部 研究発表会・製品発表検討会の開催（長岡市またはオンライン） 北信越支部

学会誌

管理事項
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2022 年度日本雪氷学会北信越支部予算計画

2021年度予算 2 0 22 年度予算
（Ａ）
収 入

(B)

26 5,0 0 0

増減
（Ｂ）-（Ａ）

28 8,0 0 0

2 3,0 0 0

会費収入

支部会員費

0

0

0

事業収入

研究発表会収入

35,000

35,000

0

研修会講演会等収入

10,000

10,000

0

10,000

10,000

0

0

0

0

210,000

233,000

23,000

出版収入

北信越支部機関誌

雑収入
本部からの繰り入れ
支 出
事業費

事業費 計
1調査・研究
2研究会研修会

3出版事業

研究発表会

北信越支部大会

研修会等

講演、見学、学習会

普及・啓発

教育普及事業

褒賞

北信越支部褒賞費

支部機関誌

北信越支部機関誌

その他出版
管理費

管理費 計
事務局費
会議費

26 5,0 0 0

28 8,0 0 0

2 3,0 0 0

17 2,0 0 0

19 5,0 0 0

2 3,0 0 0

0

0

0

70,000

70,000

0

2,000

25,000

23,000

25,000

25,000

0

25,000

25,000

0

50,000

50,000

0

0

0

0

9 3,0 0 0

9 3,0 0 0

0

8,000

8,000

0

85,000

85,000

0

支払手数料

0

0

0

役員選挙費

0

0

0

雑費

0

0

0
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公益社団法人日本雪氷学会北信越支部 支部規程施行内規
第1 条

本支部は，公益社団法人日本雪氷学会支部規程第 1 条に基づき，公益社団法人日本雪氷学会北信越
支部と称する．

第2 条

本内規は，支部規程第 2 条 2 項に基づき，本支部における支部規程の施行に必要な事項を定める
ものである．

第3 条

本支部の会員は，北信越地方（新潟県，長野県，富山県，石川県，福井県）に在住する公益社団法
人日本雪氷学会の会員とする．また，他支部に所属する会員であっても，本支部に所属することを
希望する場合は，重複所属することを妨げない．

第4 条

第5 条

本支部に次の役員をおく．
支部長

1名

副支部長

若干名

支部顧問

若干名

支部評議員

若干名

支部理事

若干名（副支部長，幹事長を含む）

支部監事

2名

支部幹事

若干名

支部長は，支部からの推薦に基づき，定款施行細則第 28 条により，定款第 20 条に定める理事の中
から理事会において選出する．

第6 条

副支部長，支部理事および支部監事は支部総会において，支部会員の中から選任する．

第7 条

支部の幹事長は支部理事の中から支部長が委嘱する．支部幹事は支部会員の中から支部長が委嘱
する．

第8 条

支部長は本支部を代表しその会務を総理する．

第9 条

副支部長は支部長に事故ある場合，その職務を代行する．

第 10 条 支部理事会は支部長，副支部長，支部理事で構成され，支部会務執行に必要な協議を行う．支部理
事会の議長は支部長とする．
第 11 条 支部監事は支部の事業ならびに会計を監査する．
第 12 条 支部幹事会は幹事長，幹事で構成され，支部長の命を受けて支部事業の企画及び会計ならびにその
他の会務を処理する．
第 13 条 支部長の任期は 2 年とする．ただし連続する 2 期を超えて在任することはできない．支部長を除
く役員の任期は 2 年とする．
ただし再任を妨げない．
その他は定款第 24 条の定めるところによる．
第 14 条 支部顧問および支部評議員は支部理事会の議決を経て支部長がこれを委嘱する．支部顧問及び支
部評議員は本支部の発展に寄与するものとする．
第 15 条 本支部は毎年１回定時総会を開くほか必要に応じ臨時総会を開く．
第 16 条 総会においては下記事項の承認を受けなればならない．
事業報告・収支決算報告
事業計画・予算案
役員の決定
支部規程施行内規の変更
その他重要な事項
第 17 条 本支部の事業年度は毎年 4 月より翌年 3 月までとする．
附 則
本内規は 2013 年 5 月 11 日より施行する．
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公益社団法人日本雪氷学会北信越支部 表彰規程
１． 本規程は，主として北信越地方において雪氷に関し下記の貢献をした者を表彰することを
目的とする．
２． 支部長は，受賞者を選定するために受賞候補者選定委員会（以降，委員会という）を設け
る．
３． 委員会は，数名をもって組織し，支部長が会員の中からこれを委嘱する．
４． 支部長は，毎年会員に下記の賞に該当する候補者の推薦を求める．
（１）雪氷技術賞：克雪・利雪など雪氷に関する新しい技術を確立したものに贈る．
（２）大沼賞：長年にわたる観測データの集録など，雪氷に関する地道な貢献を行ったも
の，もしくは雪氷研究に関して斬新なアイデアを生みだしたものに贈る．
（３）雪氷奨励賞：雪氷学の研究に顕著な成果をあげ，今後の発展を奨励することが適当
と考えられるものに贈る．
（４）雪氷功労賞：支部の発展に著しい貢献をしたものに贈る．
ここで，雪氷技術賞，大沼賞の受賞者は本規程の趣旨に添う者であれば，会員・非会員を
問わないものとする．
雪氷奨励賞と雪氷功労賞の受賞者は会員に限るものとする．
５． 候補者の推薦は，下記の項目を記載した書類を支部事務局に提出するものとし，その締め
切りを毎年 3 月 15 日とする．
（１）雪氷技術賞，大沼賞，雪氷奨励賞，雪氷功労賞の区別
（２）推薦者の氏名，所属，職名
（３）受賞候補者の氏名（または団体名），所属，職名．
（４）推薦理由書（○○○の功績，などの受賞表題を挙げ，800 字ほどにまとめたもの）．
（５）上記の理由書を証明する関係書類があれば添付する．
６． 委員会は，推薦書類を検討し，その年の受賞者を項目ごとに 1～2 件選定し，支部長に報告
する．受賞者は，支部理事会の承認を得て決定する．
７． 各賞は賞状とし，支部定時総会においてこれを贈呈する．
附

則

本規程は 2013 年 5 月 11 日より施行する．
本規程は 2018 年 6 月 2 日に改正する．

© 2022（公社）日本雪氷学会

− 66 −

雪氷北信越 42号（2022）

支部役員

ISSN 0918-1474

2021−22 年度 公益社団法人日本雪氷学会北信越支部 役員
（∗ 本部理事）
支部長
河島克久*

新潟大学災害・復興科学研究所所長・教授

副支部長
杉浦幸之助

富山大学学術研究部都市デザイン学系教授

竹内由香里

森林総合研究所十日町試験地長

支部顧問
花角英世

新潟県知事

新田八朗

富山県知事

大塚昇一

小千谷市長

関口芳史

十日町市長

宮元

加賀市長

陸

梅村晃由

長岡技術科学大学名誉教授

神田健三

中谷宇吉郎雪の科学館顧問

和田

元北陸建設弘済会理事長

惇

支部評議員
小岩徹郎

新潟県知事政策局長

出来田肇

富山県生活環境文化部長

高橋英樹

小千谷市建設課長

吉田健一

十日町市建設部長

古川義純

中谷宇吉郎雪の科学館館長

池野正志

（株）興和代表取締役社長/新潟県融雪技術協会会長

石坂雅昭

防災科学技術研究所客員研究員

和泉

新潟大学名誉教授

薫

遠藤八十一

国際雪形研究会代表/元森林総合研究所十日町試験地主任

川田邦夫

雪環境研究塾塾長/富山大学名誉教授

佐藤和秀

長岡工業高等専門学校名誉教授

新屋

北陸電力送配電（株）電力流通部送電チーム統括課長

輝

鈴木啓助

信州大学名誉教授・特任教授/大町山岳博物館館長

竹井

元北陸大学薬学基礎教育センター教授

巌

古川大助

（株）アルゴス代表取締役

町田

誠

町田建設（株）代表取締役

丸山敏介

新潟電機（株）代表取締役

横山宏太郎

元中央農業総合研究センター

支部理事
勝島隆史*

森林総合研究所十日町試験地主任研究員

上石

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター特任参事

勲

上村靖司*

長岡技術科学大学機械創造工学専攻教授

熊倉俊郎

長岡技術科学大学環境社会基盤工学専攻准教授
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齋藤隆幸

（株）スノーテック新潟代表取締役

島田

富山大学学術研究部理学系准教授

亙

ISSN 0918-1474

瀬戸民枝

新潟県魚沼地域振興局地域整備部部長

中井専人

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター総括主任研究員

堀

富山大学学術研究部都市デザイン学系教授

雅裕

本田明治

新潟大学理学部教授

本吉弘岐*

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター主任研究員

松元高峰*

新潟大学災害・復興科学研究所特任准教授

山口

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター総括主任研究員

悟*

山田忠幸

山田技研株式会社代表取締役

渡辺幸一

富山県立大学工学部教授

支部監事
飯田

肇

立山カルデラ砂防博物館学芸課長

長峰

聡

元新潟地方気象台観測予報グループ

支部幹事長
本吉弘岐*

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター主任研究員
1)

支部幹事
伊藤陽一

3)

庶務，2)会計，3)雪氷北信越編集，4)支部だより，5)HP

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター主幹研究員

小川克昌

（有）アサップ代表取締役

加藤

テクノかとう代表

務

加藤正明

長岡市立科学博物館学芸員

木戸瑞佳

富山県環境科学センター副主幹研究員

佐々木明彦

国士舘大学文学部准教授

杉原幸信

長岡技術科学大学機械創造工学専攻助教

砂子宗次朗

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター研究員

新屋啓文

1)

新潟大学災害・復興科学研究所准教授

浜田

崇

2)

長野県環境保全研究所自然環境部主任研究員

平島寛行

5)

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター主任研究員

福井幸太郎

立山カルデラ砂防博物館主任学芸員

藤野丈志

（株）興和水工部技師長

藤本明宏
町田

敬

福井大学学術研究院工学系部門准教授
4)

町田建設（株）取締役

皆巳幸也

石川県立大学生物資源環境学部准教授

村井昭夫

石川県立大学客員研究員

吉田あみ

新潟県十日町地域振興局地域整備部治水課主任
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公益社団法人日本雪氷学会北信越支部 特別・賛助・購読会員
特別会員（5）
富山県

930-8501

富山市新総曲輪1-7

生活環境文化部県民生活課
水雪土地対策班

新潟県

950-0965

新潟市中央区新光町4-1

総務管理部地域政策課雪対策室

小千谷市

947-8501

小千谷市城内2-7-5

建設課

加賀市

922-0411

加賀市潮津町イ106番地

中谷宇吉郎雪の科学館

十日町市

948-8501

十日町市千歳町3-3

建設課

賛助会員（11）
（株）アルゴス

944-0009

妙高市東陽町1-1

（有）アサップ

944-0005

妙高市中川3-5

（株）興和

950-8565

新潟市中央区新光町6-1

（株）上越観光開発

949-6431

南魚沼市樺野沢112-1

セキド新潟上越（株）フォトオフィスオーツー

943-0171

上越市藤野新田336-1

長岡舗道（株）

940-2115

長岡市下山町651-1

新潟電機（株）

940-1101

長岡市沢田1-3535-41

（株）ネクスコ・エンジニアリング新潟

950-0916

新潟市中央区米山5-1-35

北陸電力送配電（株）

930-8686

富山市牛島町15-1

（株）星野工業

946-0024

魚沼市中原65-1

町田建設（株）

949-6407

南魚沼市島新田374

石川県林業試験場

920-2114

白山市三宮町ホ1

国土交通省北陸地方整備局

950-8801

新潟市中央区美咲町1-1-1

国土交通省北陸地方整備局 北陸技術事務所

950-1101

新潟市西区山田2310-5

清明堂書店

930-0083

富山市総曲輪3-2-24

富山県農林水産総合技術センター 森林研究所

930-1362

中新川郡立山町吉峰3番地

長野県林業総合センター

399-0711

塩尻市大字片丘字狐久保5739

新潟県森林研究所

958-0264
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