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山形大学東北創生研究所

「平成 26 年度山形大学東北創生研究所年次報告書」の発行に寄せて
2011 年の東日本大震災から４年６か月が過ぎましたが、大地震、大津波、福島原発事故
の後遺症からまだ東北地方は立ち直っていません。それどころか少子高齢化が加速してい
ることが人口減少データから裏付けられました。山形大学の役割は高等教育、専門研究及
び社会貢献ですが、東北地方、特に山形県における地域創生における山形大学の役割はよ
り大きいものになっています。このため、 2012 年 1 月 1 日付けで、 大学本部直轄の組織
として、「東北創生研究所」を設立した訳であり、その趣旨をもう一度確認し、実効性の
ある地域課題の解決のために英知を結集しております。
東北創生研究所を開設して以来、社会創生研究、産業構造研究、食料生産研究の３研究
部門は各部門長を中心に多くの研究者、学生を巻き込んで活動を展開してまいりました。
平成 26 年度の研究成果を冊子として取りまとめることが出来ましたので、関係各位にご
報告申し上げます。
研究成果の一部は報道などでお知らせいたしておりますが、全体としてまとめた形を皆
様にご報告します。詳しくは各部門の活動報告書をご覧ください。
合わせて今後の活動方針に関しても、下記のとおり決定しましたので、自治体の皆様に
お知らせいたします。
今後の活動方針
１）２０１４年度まで活動してきた研究成果を生かして、今後は地域課題として １）耕
作放棄地有効利用 ２）畜産業臭気対策 ３）高齢者環境整備 ４）再生可能エネルギ
ーの４プロジェクトに重点的に取り組む。この部門横断的研究プロジェクトは今後の
東北再生のモデルとなるべく、実効性のある事業成果を出すために真摯に取り組んで
おります。
２）山形大学では COC プロジェクトの発展形である COC＋事業に申請していますが、
地域創生の最優先課題は地域の高校生を地元の大学に入学させること、地域の重要性
の意識付け教育をすること、更には地域課題の研究に参加する学生を増やすことによ
り、山形県の企業や自治体に就職する学生の割合を増やすことにも取り組まねばなり
ません。インターンシップ受け入れ企業の開拓や卒業研究の課題としての現場の提供
などにより、地元山形県に就職する学生の割合を 10％増やすことを目指します。同時
に新たな雇用を生み出す起業家育成にも取り組むことが東北創生研究所の大きな使命
となります。
以上、実践的活動拠点をそれぞれの自治体に移して社会実装することで研究成果と課題
解決の実践との摺り合わせや解決策の改善を繰り返しながら、成果のあがる活動と次世代
人材育成を達成いたします。
今後とも、山形大学東北創生研究所の活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。

山形大学東北創生研究所長
理事・副学長 大 場 好 弘
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地域社会の長期的動態を探るためのアンケート調査
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地域における個別化医療モデルの確立
山形大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座
成 松

宏 人

1. 研究の背景と概要
現在おこなわれている健康診断の実施方法や健康指導などは国で定められた基準に
則りおこなわれており、指導の基準や指導方法は全国一律である。しかし、都市部や農
村部、関西地方や東北地方など、それぞれの地域の現状やライフスタイルは異なってお
り、地域別にカスタマイズする余地が残されている。
「地域包括ケアシステム」を構築
していく上でも予防の役割は重要であり、東北という地域に合わせた健康診断のあり方、
病気の予防法や指導方法の確立に向けた研究が求められてきた。
我々は、平成24年度から東北創生研究所事業「地域における個別化医療モデルの確立」
としてこの課題に取り組んできた。高畠町のサポートも得て1)町民の健康データ解析お
よび2)課題の抽出3)課題を解決するために必要なデータの収集4)地域にカスタマイズ
した予防医療プログラムの立案を行った。（平成24年度、25年度研究実施報告書参照）
この成果は、地域における至適個別化医療モデルとして提示することができたが、さら
に、今後は多地域にこのモデルを応用していき、さらに多地域の応用可能なモデルへと
拡大していくことが、日本全体の予防医療の向上に求められている。
そこで、平成26年度は、高畠町における研究事業の継続をしながら、高畠町で開発し
たモデルを東北創生研究所のモデル地区である上山市で応用することとした。

2. 研究の目的
高畠町（山形県東置賜郡）の研究事業で提示した至適予防医療モデルを東北創生研究
所のモデル地区である上山市において応用し、そのプロセス結果を記述し、東北地方全
体の予防医療レベルの向上をはかるための予防医療施策を提示する。
3. 研究結果
1) 高畠町における予防医療介入モデルの評価
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 ᖹᡂ25ᖺᗘࡢ⤖ᯝ㧗␊⏫࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿண㜵་⒪ࡢᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ26ᖺ
ᗘࡣẚ㍑ⓗⱝᖺ⪅ࡢ㐺ṇBMIࡢ⥔ᣢ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ㠀ࣛࣥࢲ࣒ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ࠾ࡇ࡞
ࡗࡓୖ࡛ࡢධ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ㸦ୖᅗ㸧㡰ㄪ࡞ࣜࢡ࣮ࣝࢺࢆ⾜࠸┠ᶆྠព⪅ᩘࢆ㐩ᡂ
ࡋࡓ㸦ୗᅗ㸧ࠋ᮶ᖺᗘࠊヱᙜ⪅ࡀᗘཷデࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡑࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲ࣔࢹࣝࡣୖᒣᕷ࡛ࡶ㐺ᛂྍ⬟⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

2) ୖᒣᕷ࠾ࡅࡿᛂ⏝
 ᖺᗘࡲ࡛ᐇࡋࡓ◊✲࡛✚ࡋࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊୖᒣᕷࡢᗣሗࢆໟᣓⓗ
ྲྀᚓࡋࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿࡇࡼࡾࠊୖᒣᕷ࠾ࡅࡿண㜵་⒪ୖࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ
ࡋࡓࠋ
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 ࡲࡎ2008ᖺᗘ2013ᖺᗘࡢ≉ᐃデࡢࢹ࣮ࢱゎᯒࡼࡾయࡋ࡚ࡣデࢆ࠺ࡅ࡚
࠸ࡿఫẸ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ್ᨵၿࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡼࡗ
࡚ࠊ࠾࠾ࡴࡡࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⟇ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿホ౯࡛ࡁࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ୍㒊࡛ࠊᨵၿࡀࡳ
ࡽࢀ࡞ࡗࡓఫẸࡶᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ᪉ࡢࣉ࣮ࣟࢳࡀᚋᚲせ࡞ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋᚋࡢゎᯒࡼࡾࡇࢀࡽࡢ᪉ࠎࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀࡲࡎᚲせࡔࢁ࠺ࠋ
 ་⒪㈝ゎᯒࡘ࠸࡚ୗ♧ࡍࠋ⤖ᯝࠊ60ṓ௨ୗ࡛ࡣࠊᖺ㱋ࠊBMIࠊHbA1cࠊᣑᙇᮇ
⾑ᅽࠊᛶูࠊࡀ་⒪㈝㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ61ṓ௨ୖ࡛ࡣࠊᖺ㱋ࠊ⦰ᮇ⾑ᅽࠊ
HbA1cࠊHDLࠊࡀ་⒪㈝㛵㐃ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࡽᖺ㱋ࡼࡗ࡚ࠊ་⒪㈝㛵㐃ࡢ࠶
ࡿ㡯┠ࡀ㐪࠺࠸࠺ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ(௨ୗ㸸ୖᒣᕷሗ࿌㈨ᩱ)
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4. ୖᒣᕷࡢᥦ
 ୖᒣᕷࡣୖグࡢ◊✲ᴗࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢᚋࡢண㜵་⒪ධ❧ࡢࡓࡵࡢ
㏣ຍゎᯒࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋ
1) ≉ᐃデࡢࢹ࣮ࢱࡀᨵၿࡋ࡞ࡗࡓேࡓࡕࡢ≉ᚩ㸦ᖺ㱋ࡸ᳨ᰝୖࡢᡤぢ㸧ࢆ᥈
⣴ࡍࡿゎᯒ
2) ་⒪㈝ࡀከࡃࡗ࡚࠸ࡿேࡢ≉ᚩࢆ᥈⣴ࡍࡿゎᯒ
 ࡉࡽᑗ᮶ⓗᮏ◊✲ࡀ㐍ࡳࠊᮾࠊ≉㎰ᮧᆅᇦ㐺ᛂྍ⬟࡞ண㜵་⒪ࣔࢹࣝࡀᵓ
⠏ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊᮾⓎࡢᆅᇦ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡉࢀࡓண㜵་⒪ࣔࢹࣝࢆⓎಙࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊ᪥ᮏࡢண㜵་⒪ࡢⓎᒎᐤࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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ᔌࢳᜊбɥʉ˂ɼʍʒȾȪȲᜊбɑȴȸȢɝɁ૬ಘ


ࠞढ̷ޙ۾୫ޙ
ࠞ ႎ

๖ ̄

㸯 ◊✲ࡢᴫせ
 ேཱྀࡢᑡᏊ࣭㧗㱋ࡼࡿ⤒῭άືࡢࢆὶேཱྀቑࡼࡗ࡚⿵࠾࠺ࡍ
ࡿᆅ᪉㒔ᕷ࠾࠸࡚㸪ほගࡢ⏘ᴗࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋሗ࿌⪅ࡣ㸪ᖹᡂ 24࣭
25 ᖺᗘᒣᙧ┴ୖᒣᕷࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐟἩᴗ⤒Ⴀ⪅ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝཬࡧᐟ
Ἡ⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋ㸪ྠᕷ࠾ࡅࡿほගᴗࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎࡢࡓࡵ
ࡣ㸪ⱝᖺほගᐈࡢ㛤ᣅࡑࡢࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆᣦࡋࡓࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 24࣭25 ᖺᗘࡢ◊✲⤖ᯝࢆࡶ㸪ᒣᙧᏛࡢᏛ⏕ⱝᖺほ
ගᐈࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋࡓほගࢥ࣮ࢫࢆᥦࡉࡏ㸪ࡑࡢ᳨ドࢆ㏻ࡋ࡚ୖᒣᕷࡢほ
ගᨻ⟇ᚲせ࡞ㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࡶ㸪ᐇ⌧ᛶࡢ㧗࠸ᥦࡢၟရࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⏕ࡽࡣ 12 ࡢほගࢥ࣮ࢫࡀᥦࡉࢀ㸪ࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸱ࢥ࣮ࢫࡀၟရ
ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪⌮ㄽⓗ࡞ㄢ㢟ᢳฟ㒊ศࡼࡾࡶᡂᯝ㒊ศࢆ୰
ᚰ◊✲⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸰 ◊✲ࡢὶࢀ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢឤぬࢆ㔜どࡋࡓⱝ⪅┠⥺࡛ࡢほගᥦࢆ୰᰾ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪⏦ㄳ⪅ࡀᢸᙜࡍࡿᤵᴗࡢ༢ඖୖᒣᕷࡢㄪᰝࢆ⤌ࡳ㎸ࡴᙧ࡛◊✲ࢆ
㐍ࡵࡓࠋ
 2014.㸱 ◊✲ィ⏬ࡢ⟇ᐃ
  


㸳㹼㸴 ᩍဨᘬ⋡ࡼࡿ⌧ᆅㄪᰝ

  


㸲 ேᩥᏛ㒊๓ᮇ㛤ㅮ⛉┠ࠕᆅᇦᵓ㐀ㄽ₇⩦ࠖࡢㄪᰝࢸ࣮࣐タᐃ
㸵 ୖᒣほගࡢࣔࢹࣝࢥ࣮ࢫࡢ⟇ᐃᏛෆሗ࿌

㸶㹼㸷 ⿵㊊ㄪᰝ

  

10 ேᩥᏛ㒊ᚋᮇ㛤ㅮ⛉┠ࠕᆅㄅᏛࠖࡢ◊✲ࢸ࣮࣐タᐃ

  

11 ࣔࢹࣝࢥ࣮ࢫࡈࡢࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂ



11㹼12 ࣔࢹࣝࢥ࣮ࢫࡢ᳨ウయ㦂ㄪᰝࡢᐇ
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 2015.㸯 ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡼࡿᨵᐃࢥ࣮ࢫࡢ⟇ᐃᏛෆሗ࿌
  

㸰 ୖᒣᕷ᭶ᒸ࣍ࢸࣝ࠾࠸࡚⌧ᆅሗ࿌ࢆ㛤ദ

  

㸱 ほගࢥ࣮ࢫࡢၟရ⏬ࢆᥦฟ

㸱 Ꮫ⏕ᥦࡢほගࢥ࣮ࢫ
 ᖹᡂ 26 ᖺࡢ㸵᭶Ⅼ࡛㸷ྡࡢᏛ⏕ࡽୗグ
ࡢ 12 ࡢࣔࢹࣝࢥ࣮ࢫࡀᥦࡉࢀࡓࠋ
(1) ዪᏊ⨾ᐜࢥ࣮ࢫ
(2) ࢝ࢵࣉࣝྥࡅࢥ࣮ࢫ
(3) ࣮ࢺゐࢀࡿ᪑
(4) ࣇ࣮ࣝࢶ⊁ࡾࢧࢡࣜࣥࢢࢥ࣮ࢫ
(5) ࡳࡢࡸࡲ᪥ᖐࡾ ࡲࡕ࡞ࢧࢡࣜࣥࢢ
(6) ⮬↛ࢆࡵࡄࡿࢥ࣮ࢫ

D ࣇ࣮ࣝࢶ⊁ࡾࢧࢡࣜࣥࢢࢥ࣮ࢫ

(7) ࡳࡢࡸࡲ࣭ⶶ⋤ࡄࡿ࣮ࡗࢶ࣮
(8) ᆏ㐨ᑎ♫ᕠࡾ㸩ࢡ࢜ࣝࢺ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ
(9) ࡳࡢࡸࡲࡢேࠎࢆゼࡡ࡚
(10)࣭⏫ᇛୗ⏫࣭ᐟሙ⏫ ୕ࡘࡢ㢦ࢆ▱ࡿ
(11)Ṕྐᩓ⟇ࢥ࣮ࢫ
(12)ࡲࡕ࡞ࢆࣞࢺࣟࡶṌࡃ
 ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖ㸪ࡇࡇ࡛ヲ⣽࡞ෆᐜࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪Ꮫ⏕ࡀᥦ♧ࡋࡓᆅᅗࡔ
ࡅࢆࡗ࡚ࡳ࡚ࡶ㸪ᙼࡽࡢឤぬࡣከᵝ࡛࠶ࡾ㸪ᅛ
ᐃほᛕᅃࢃࢀ࡞࠸⮬⏤࡞Ⓨࡼࡗ࡚⯆῝

E Ṕྐᩓ⟇ࢥ࣮ࢫ
ᅗ㸯 ᥦࡉࢀࡓࢥ࣮ࢫᅗࡢ୍

࠸ࢥ࣮ࢫࡀᥦࡉࢀࡓࠋ㸦ᅗ㸯㸧
 ࡇࢀࡽࡢࢥ࣮ࢫࡣ㸪ྠᖺ 10 ᭶௨㝆ᥦ⪅ࢆྵࡵࡓ 53 ྡࡢᏛ⏕ࡀᐇ㝿య
㦂ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡣࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡼࡗ᳨࡚ドసᴗࢆ㐍ࡵࡓ㸦┿
㸯㸧ࠋ᳨ドసᴗࡣࢢ࣮ࣝࣉࡈ࣏ࢫࢱ࣮ࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽ⾜࠸㸦┿㸰㸧㸪᳨ド⤖
ᯝࡣᖹᡂ 27 ᖺ㸯᭶ࡢᏛෆሗ࿌㸪ྠᖺ㸰᭶ࡢ⌧ᆅሗ࿌࠾࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ㸦
┿㸱㸧ࠋ࡞࠾㸪సᴗ⏝ࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮ࡣୖᒣᕷࡢၟᗑ⾤㈚ࡋฟࡋ㸪ྠᖺ㸰᭶
㹼㸱᭶࠾࠸࡚ྠၟᗑ⾤ࡢᗑ⯒ෆᒎ♧ࡉࢀࡓࠋ
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┿㸯㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㢼ᬒ

┿㸰 ࢥ࣮ࢫࡢ᳨ドసᴗ⏝࠸ࡓ࣏ࢫࢱ࣮
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┿㸱 ୖᒣᕷ࡛ࡢ⌧ᆅሗ࿌

 ࡉࡽ㸪ྠᖺ㸱᭶ࡣ㸪ୖᒣᕷࡢ᭶ᒸ࣍ࢸࣝほගࢥ࣮ࢫࡢၟရྥࡅࡓ
ᡴࡕྜࢃࡏࢆ㛤ጞࡋ㸪ୖグ(2)㸪(3)㸪(4)㸪(8)㸪(11)ࡢࢥ࣮ࢫࢆ୰ᚰᐇ⌧ᛶࢆ㧗
ࡵࡓ㸱ࢥ࣮ࢫࢆ᪂ࡓ⪃㸪ᥦฟࡋࡓࠋ
 ၟရ⏬ࡢ㸯ࡋ࡚㸪(2)ࢆయࡋࡓࢥ࣮ࢫࡢ᭱⤊ᥦࢆ♧ࡍ㸦୍㒊
୰␎㸧ࠋ
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ŭŭ ࣾʴƱƜƦƍƖƨƍᲛƔǈƷǍǇଐ࠙Ǔภඡ ŭŭ

žƔǈƷǍǇภඡƳǒưƸƷ፦ԛƠƍȷಏƠƍǛ˳᬴ƠƯࣾʴƱǋƬƱːᑣƘƳǓƨƍᲛᲛᲛſ

ƔǈƷǍǇภඡᬜЈႆᲛ
 ƸơǊƴӼƔƏᑶԵޛư̅ƏҤʮᥪƱŴᚡࣞજࢨƴ̝МƳᐯજǓొǛ᳁ᲿᲛ
 ĄᲢǿǯǷȸ ЎᲣ
ᑶԵޛƷƾǋƱǁ
 ᑶԵޒޛஓӨƴӼƔƏᡦɶƴƸŴ
žৼƖƭஙſƱԠƹǕǔٻƖƳனƷஙƕ  ƭᲛ༾૾ƸᢃৼƖனưŴǋƏ
༾૾Ƹࣾग़ᢃৼƖனŵƲƪǒƔ༾૾ƴৼƖƭƖƳƕǒžƭƍƯǔſƱ  ׅƑǔƱƝМႩƕƋǔǒƠƍŵࣾ
ग़ᢃƱᢃŴƋƳƨƳǒƲƬƪǛᢠƼǇƢƔᲹ
ĄᲢࢻഩ  ЎᲣ
ᑶԵޒޛஓӨ
 ࢟ޛჄϋɟƷࣾʴƷᎢעŵټൢƕᑣƍƸƔǈƷǍǇภඡᘑǛɟஓưƖǔƳƲŴᑥƸƱƬƯǋእૣŵ
࠳ƤƷᦩǋᯚǒƢƜƱƕưƖǇƢŵƳǜƱŴƜƜưኽ۟ࡸǛਫƛƨǫȃȗȫǋƍǔƷƩƱƔᲛࣾʴƷᎢעư
ኽ۟ࡸäƳǜƩƔٹƷƋǔᛅưƢƶŵ
 ƦƠƯŴᬜưទλƠƨҤʮᥪƸŴƜƜưႇئᲛᑶԵޒޛஓӨƸžग़ƷҤʮᥪſƱƍƏΒࡸƷئƱƠƯ̅ǘ
ǕƯƍƯŴƍƨǔƱƜǖƴࣾʴӷٟ  ʴƷӸЭƕƔǕƨҤʮᥪƕƭƚǒǕƯƍǇƢŵࣾʴӷٟưƔǈƷǍ
ǇภඡƴஹƨƳǒŴᑶԵޒޛஓӨư  ʴƷग़ǛȭȃǯƠƪǌƓƏᲛ
 Ą
  ୰␎
 Ą
உޢțȆȫПბᲛ
 ଐɶഩƍƯ၅Ǖƨ˳ǛၷƢƷƸǍƬƺǓภඡᲛ᠉Ƴ͌െư࣎ǋ˳ǋȪȕȬȃǷȥưƖƪǌƍǇƢŵ ʴ
ưภඡƴේƔǓƳƕǒʻଐƷ࣬ƍЈǛᛖǓӳƏƷǋᑣƍƔǋ᳸ŵ
 λෘࢸƸҗʞٸஜࡃư˺Ƭƨԧᓑ܇ǛƍƨƩƖƳƕǒǄƬƱɟऒŵʚʴƷƷ࣬ƍЈƕᛄǇƬƨǢȫȐȠ
Ǜ᳁ᲿƠŴǇƬƨǓƠƳƕǒಏƠƔƬƨɟଐǛਰǓᡉǓǇƠǐƏŰ
Ტᙲ᧓Ჴ ᧓ҞᲣ

ƂᚡࣞજࢨǹȝȃȈƷ੩కƃ
 ǢȫȐȠС˺ƴϙჇƕ࣏ᙲƱƳǔƴƋƨǓŴˌɦƷƓƢƢǊƷજࢨǹȝȃȈǛ੩కƢǔŵ
ĬᑶԵޒޛஓӨä࠳ƤƷᦩƷЭƴʚʴưᇌƬƯɟŴग़ƷҤʮᥪǛȭȃǯƢǔಮ܇ƳƲŵ
ĭૼืעғƷឱืäஉޢțȆȫ˄ᡈƴƋǔឱืƴŴෘᘘۋƷʚʴƕλƬƯƍǔಮ܇
Įం߷ᆖᒵᅕᅈäᯓއƷЭŴƓᆖᒵಮƱɟደƴŴᅕᅈƷؾϋư
įҗʞٸஜࡃäʚʴư˺Ƭƨԧᓑ܇ǛਤƬƨϙჇ

ŠƜƷȗȩȳƴǑǔǪȪǸȊȫཎχ
ෘᘘƷƠЈƠǛƍƨƠǇƢŰƔǈƷǍǇƸžෘᘘƕ˩ӳƏǇƪſŵ ʴưɟደƴෘᘘǛᢠǜưŴภඡᘑǛː
ᑣƘഩƍƨǓŴϙჇǛજƬƨǓưƖǇƢᲛ
 ƦƠƯŴƜƷưજƬƨϙჇǛ̅ƬƨǪȪǸȊȫƷǢȫȐȠ˺ǛಏƠǜưƘƩƞƍ @@ ǹȞțưજ
ƬƨٻЏƳ࣬ƍЈǛസƢƓˡƍǛƍƨƠǇƢᲛ

ŠʖምᲴ ʴЎ
 ᐯજǓొȬȳǿȫ૰  ό
 Ҥʮᥪ ᳸ ό
 ǿǯǷȸˊᲢƔǈƷǍǇภඡᬜ᳸ᑶԵޒޛஓӨλӝᲣ ό %4'5610%#(⓯ ȩȳȁˊ ᳸ ό
 ᡯǓƞǜǆᢊ ƓƦǖƍƷǋƷ ᳸ ό
 ǿǯǷȸˊᲢᡯǓƞǜǆᢊ᳸உޢțȆȫᲣ ό ෘᘘȬȳǿȫ૰ ᲢဏࣱȷࣱڡᲣ  όg
 җʞދஜࡃ ԧᓑ܇ƮƘǓ˳᬴  ό 
 உޢțȆȫ ଐ࠙Ǔλෘˊ  όg
 ǢȫȐȠС˺ˊ  όg
  ăӳᚘ  ό Ტ ʴЎ  όᲣ
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４

研究成果の公表
報告会
2014 年７月

山形大学において中間報告会

2015 年１月

山形大学において最終報告会

２月

上山市月岡ホテルにおいて現地報告会

２～３月

上山市の商店街において検証作業に用いたポスターの展示

著作
2015 年３月，山田浩久，
『観光まちづくりによる中心市街地の再生』
，山形大
学人文学部叢書８．
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ᓎሳൡႇഈળᒾȾɛɞᫀႊӁҋɥᣮȫȲધፖᄑȽ
٥ڒᄉࠕȾᩜȬɞᝩ౼ᆅሱ

ࠞढ̷ޙ۾୫ޙ
ࠞ ట

ԍ ැ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᮏ◊✲ࡣࠊ㏆ᖺࠊᆅ᪉ᅪ࠾ࡅࡿ⏘ᴗ⯆࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⯟✵ᶵ⏘ᴗ╔┠ࡋࠊ
ᙜヱ⏘ᴗࡀฟࡍࡿ㞠⏝ࢆᇶ㍈ࡋࡓᣢ⥆ⓗ࡞ᆅᇦⓎᒎࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᑐ㇟ᆅᇦࡣᒣᙧ┴ࢆ୰ᚰࡋࠊྲྀᘬ㛵ಀࡀ࠶ࡿ୰㒊ᅪ➼ࡢᅜࢆᑐ㇟ࡋࡓࠋ
⯟✵ᶵ⏘ᴗࡣࠊ2013 ᖺࢆ㉳Ⅼࡋࡓሙྜࠊ2033 ᖺࡲ࡛ࡢ 20 ᖺ㛫᪂つ࡛⣙ 32,000
ᶵࡢ㟂せࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㟂せࡣࠊከࡃࡀᡭࡢ⯟✵ᶵ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿ࣮࣎
ࣥࢢ♫ࡸ࢚ࣂࢫ♫ࠊ୪ࡧ᪂つ⯟✵ᶵ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿ୕⳻⯟✵ᶵ➼㑏ඖࡉࢀࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣ᪤⯟✵ᶵ⏘ᴗࡀ୰㒊ᅪࢆ୰ᚰ᰿࠸࡚࠾ࡾࠊᆅ᪉ᅪ࡛ࡶ᪂つཷὀࡀᣑࡋ
࡚࠸ࡿࠋᒣᙧ┴࠾࠸࡚ࡶᢏ⾡ຊࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗࡀ㞟✚ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⯟✵ᶵ⏘ᴗ
ࡢ₯ᅾຊࡣ㧗࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᒣᙧ┴ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗࡀ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢ㐃㛵ࢆࡢ⛬ᗘᵓ⠏
ࡋࠊᚋࡣᣑࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚⨨࡙ࡅࡿࡇࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
┴ෆᴗࡀ᪂つཧධ࣭ཷὀᣑࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆᢳฟࡋࠊᆅ᪉⏕࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿ㞠⏝ฟࡢྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡉࡽ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡼࡿ㞠⏝ฟࡀᣢ⥆ⓗ࡞ᆅᇦ
Ⓨᒎຠᯝࡀ࠶ࡿࡇࢆ⌮ㄽⓗᣦࡋࡓࠋ
࠙◊✲ࡢࣇ࣮ࣟࠚ

㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡼࡿᐃᛶⓗㄪᰝࢆᇶᮏࡋࠊ⿵ⓗࡣ⡆᫆࡞ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋᙜ◊✲㈝࡛ࡣࠊ௨ୗࡢᴗ࣭ᅋయゼၥࡋࡓࠋ
࠙ゼၥᴗ࣭ᅋయࠚ
2014 ᖺ 10 ᭶ 27 ᪥
࣭ఫ⢭ᐦᕤᴗᰴᘧ♫㸦රᗜ┴ᑽᓮᕷ㸧
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࣭Japan Aero Network㸦㜰ᗓ㜰ᕷ㸧
࣭᪫㔠ᒓᕤᴗᰴᘧ♫㸦ி㒔ᗓி㒔ᕷ㸧
2014 ᖺ 10 ᭶ 28 ᪥
MHI ࢚ࣟࢫ࣮࣌ࢫࢩࢫࢸ࣒ࢬᰴᘧ♫㸦ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ㸧
ᰴᘧ♫ࢸࢵࢡࢧࢧ࢟㸦ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ㸧
⋢ᕝᕤᴗᰴᘧ♫㸦ឡ▱┴᪥ᕷ㸧
2014 ᖺ 11 ᭶ 6 ᪥
୍⯡♫ᅋἲே୰㒊⯟✵Ᏹᐂ⏘ᴗᢏ⾡ᨭࢭࣥࢱ࣮㸦ឡ▱┴ྡྂᒇᕷ㸧

ࡇࡢࠊ┴ෆᴗࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊୗグࡢᴗᑐࡋ࡚⡆᫆࡞ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ
࠙ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪥⛬ࠚ
2015 ᖺ 2 ᭶ 8 ᪥㹼14 ᪥
࠙ᑐ㇟ᴗࠚ
ᰴᘧ♫⠊㸦ᒣᙧᕷ㸧
ᕝす⢭ᐦᰴᘧ♫㸦ᒣ㎶⏫㸧
ᰴᘧ♫ࢫ࢞ࢧ࣡㸦ᐮἙỤᕷ㸧
ᯇᒸᰴᘧ♫㸦㓇⏣ᕷ㸧
ඵ༓௦⏣⢭ᐦᰴᘧ♫㸦⡿ἑᕷ㸧

㸱㸬◊✲ࡢ⤖ᯝᴫせ
⯟✵ᶵ⏘ᴗࡣୡ⏺ⓗ࡞㟂せቑຍࡽࠊⓎὀ㔞ࢆᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣᑗ᮶ⓗ࡞⯟
✵ᶵ㟂せண

ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ୰㒊ᅪ࡛ᐇࡋࡓ⯟✵ᶵ㛵㐃ᴗࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡽࡶ

᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ≉ᶵᲔຍᕤ࡛ࡢࢧࣉ࣮ࣛࣖ㊊ࡀ῝้ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀゎ᫂ࡉࢀ
ࡓࠋ
࠙⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࠚ
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ȗȩǤȠȡȸǫȸᲢǷǹȆȠǤȳȆǰȬȸǿᲣ
ᲢȜȸǤȳǰŴǨǢȐǹŴȜȳȐȫȇǣǢŴǨȳȖȩǨȫŴɤᓛᑋᆰೞሁᲣ
ȷǰȭȸȐȫƳǷǹȆȠǵȗ
ȩǤȤ
ȷٶƘƸ˖ٻಅ
ȷȋȃȁ᪸؏ᲢݱཋሁᲣư
ƸŴɶؙȷɶ˖ݱಅǋנ܍
ȷଐஜưƸȡȸǫȸ
ңщ˖ಅƕٶƍ
ȷ,+53ȷ0CFECR
ǛӕࢽƠƨૼᙹӋλ˖ಅ
ǋƜƷȝǸǷȧȳ
ȷɶؙȷɶ˖ݱಅƕٶƍ
ȷɟਙӖදȷɟᝦဃငǋ
ƜƷȝǸǷȧȳ
ȷьٳදƷȝǸǷȧȳ
ȷ,+53ƸɧᙲƳ
Ǳȸǹƕٶƍ
ȷьƸ᭗ƘƳƍ
ȷǄƱǜƲƕɶ˖ݱಅ
ȷԼឋሥྸƷբ᫆Ɣǒٳ
දƴЈƤƳƍˁʙǋƋǔ

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

6KGT

ฟᡤ㸸ࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ

᪉࡛┴ෆᴗࡣࠊ᪤ 20 ♫⛬ᗘࡀ⯟✵ᶵ⏘ᴗཧධࡋ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺ⓗ࡞ࢧࣉࣛ
ࢳ࢙࣮ࣥࡢ୰࡛ Tier3 ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋཷὀෆᐜࡣࠊB777 ᆺᶵ➼ࡢᶵయ
㒊ရࠊB787 ᆺᶵࡢෆရ㸦ࣛࣂࢺ࣮ࣜࠊࢠ࣮ࣕࣞ㸧ࠊMRJ ࡢഛရ㸦ࣛࣥࢹࣥࢢࢠ
㸧
ࠊᡭ࢚ࣛࣥࡢࣅࢪࢿࢫࢡࣛࢫࡢᗙᖍ࡞ࠊከᵝ࡛࠶ࡿࡇࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
࠙┴ෆ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢேᮦᏛṔࠚ

؏עȟȋǯȩǹǿȸƴƓƚǔᑋᆰೞʴƷܖഭ
㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ༞

᭗ఄҡᲢಅᅹᲣ

᭗ఄҡᲢ୍ᡫᅹᲣ

Ꮫ༞䠄⌮⣔䠅

Ꮫ༞䠄ᩥ⣔䠅

ฟᡤ㸸ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾ➹⪅సᡂࠋ

┴ෆᴗࡢ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢཧධ࣭ᣑࡣࠊ㞠⏝ฟࡶዲᚠ⎔ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࢀࡤࠊᑐ㇟ᴗ 5 ♫࡛ࡢ⯟✵ᶵ㛵㐃㞠⏝ࡣ 430 ே㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ேᮦࡶᚑ᮶ࡢ㧗༞⪅ࡽ༞⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡶቑ࠼ጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡿືࡁࡣࠊ⯟✵ᶵ⏘
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ᴗࡀᆅᇦ㞠⏝ࡢ୍ࡘࡢᰕ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ᆅᇦ⤒῭ࡢ⾶㏥せᅉࠚ
ʴӝƷᐯถ
ᲢЈဃૠരʧૠᲣ

Јဃྙ˯ɦ
ᲢˌɦᲣ

ʴӝƷᅈ˟ถ
Ტ᠃λ᠃ЈᲣ

ʴӝถݲ

ᒉ࠰ࣱڡʴӝƷ්Ј
Ტ۟ۊȷЈငƷᩊᲣ

܇ݲ᭗ᱫ҄

؏עኺฎƷᘛᡚȷȷȷƳǔʴӝถݲᲷ܇ݲ᭗ᱫ҄

ෞ๒ӧᏡࣱᣃࠊ
ฟᡤ㸸ቑ⏣⦅㸦2014㸧ࢆࡶ➹⪅సᡂ

⯟✵ᶵ⏘ᴗࡼࡿ㞠⏝ฟࡣࠊቑ⏣ᐶஓࡽࡀᥦၐࡋࡓࠗᆅ᪉ᾘ⁛࠘ࡢ୍ࡘࡢࣥࢳࢸ
࣮ࢮ࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋቑ⏣ࡽࡣேཱྀῶᑡࠊ≉ᆅ᪉ᅪ࠾ࡅࡿⱝᖺዪᛶேཱྀ
ࡢὶฟࡀᾘ⁛ྍ⬟ᛶ㒔ᕷࢆ⏕ࡳฟࡍࡋࡓࠋࡋࡋᆅᇦ⤒῭ㄽࡣࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ⮬⤥⋡ྥ
ୖᇶ┙⏘ᴗࡢᙉࡼࡿᇦ㝿ᨭࡢ㯮Ꮠࡀᇦෆࡢ㞠⏝ࢆฟࡋࠊᆅᇦ⤒῭ࡀ⥔ᣢࡉ
ࢀࡿࡇࢆ⌮ㄽⓗ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢ㞠⏝ฟᆅᇦ⏕ࠚ

ૼငಅƷᧈ

؏עኺฎƷᐯዅྙӼɥ

ؕႴငಅᲢᙌᡯಅᲣƷࢍ҄

؏ᨥӓૅƷ᱅҄܌
؏ϋƷᨽဇоЈ
ฟᡤ㸸➹⪅సᡂࠋ
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山形県の基盤産業の一つは製造業である。この製造業を振興させる一つの分野が航
空機産業であり、当該産業の振興が結果として域際収支の黒字化に寄与することにつな
がる。したがって、航空機産業の活性化による雇用創出は、持続的な地域発展につなが
ることが明らかになった。

４．成果の社会還元
本研究の推進では、山形県工業戦略技術振興課と公益財団法人山形県企業振興公社
ものづくり振興部と連携しながら実施した。上記組織と連携した成果は、下記のセミナ
ーを通じて社会に還元した。
【県との連携】
2014 年山形県航空機参入拡大セミナー（2014 年 12 月 15 日、メトロポリタンホテル）
このほか、下記のセミナーで成果を還元した。
【セミナー講師】

・公益財団法人全国中小企業取引振興協会取引支援事業に係る情報連絡会議
（2014 年 12 月 4 日、機械振興会館）
・岩手県立大学総合政策学部アイーナキャンパス講座（2014 年 12 月 16 日、岩

手県立大学アイーナキャンパス）
・長井市受注開拓推進事業ものづくり成長産業参入セミナー（2015 年 2 月 26
日、TAS ホテル）
・平成 26 年度新産業集積創出基盤構築支援事業
セミナー（2015 年 2 月 20 日、ダイテックサカエ

航空機産業一貫生産人材育成
4F

スターホール）

・一関工業高等専門学校第 5 回技術講演会（2015 年 3 月、一関高専メディアセ
ンター）
上記のセミナー講師の他、報告書として『航空機産業振興による雇用創出を
通じた持続的な地域発展に関する調査研究』を 2015 年 3 月に刊行した。これは
自治体等に配布している。
＜参考文献＞
増田寛也編（2014）『地方消滅』中公新書。
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ᒣᙧᏛேᩥᏛ㒊ࠊ ᒣᙧᏛᏛ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉ࠊ ᒣᙧᏛᆅᇦᩍ⫱ᩥᏛ㒊ࠊ







ᒣᙧᏛேᩥᏛ㒊ࠊ ᒣᙧᏛᮾ⏕◊✲ᡤ






㸯 ◊✲ᴫせ

 ᒣᙧ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧࡣࡇࢀࡲ࡛ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚
࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㝈⏺㞟ⴠࡢቑຍ࣭୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ⾶㏥࣭་ᖌ㊊࣭Ꮫᰯ
⤫ᗫྜ࡞ࡢㅖၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋࠊᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᔂቯࡀຍ㏿ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ᚋᆅᇦ♫ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵᐃᮇⓗࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
ࡇࢀࢆ㏻ࡌ࡚┴ෆᕷ⏫ᮧࡢ⤒ᖺⓗኚࡢ≧ἣࢆศᯒ࣭ホ౯ࡋࠊᆅᇦ♫ࡢᏳᐃ
࣭άᛶࡴࡅࡓᨻ⟇ᥦゝά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ
ᖺᗘࡣ๓ᖺᗘ⾜࠼࡞ࡗࡓᅜ࣭㒔ᕷ㒊ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑ࠊ࠾ࡼࡧࢡࣟࢫ㞟ィ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸰 ◊✲ィ⏬

 ┴ෆᕷ⏫ᮧࡢᆅᇦ♫ࡢ⤒ᖺⓗኚࢆ

ࡿࡓࡵࠊձ♫㛵ಀ㈨ᮏ㸦ࢯ࣮ࢩࣕ

࣭ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸧ࠊղᩍ⫱ࠊճ་⒪࣭⚟♴ࠊմ⥲యⓗ࡞ᖾ⚟ᗘࢆ࡞ᣦᶆࡋ࡚
タᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢᣦᶆࡢ⤒ᖺⓗኚࢆ

ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ

㑅ᢥࠊㄪᰝ᪉ἲࡢタィࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉ 25 ᖺᗘࡣձࠥճࡢᣦᶆ㛵ࢃࡿࣥࢣ࣮
ࢺࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᮧᒣ࣭᭱ୖᆅᇦࡢᕷ⏫ᮧ㸦ୖᒣᕷࠊ┿ᐊᕝ⏫ࠊᡞἑ
ᮧ㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᆅ༊࡛ࣞ࣋ࣝࡢヨ⾜ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ᳨ウ࣭ホ౯ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊᚋࡢᮏ᱁ⓗ࡞ࣥࢣ࣮ࢺᐇࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡞࠾ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢඛ⾜ࢆཧ⪃ࡋࠊᅇࡢㄪᰝ
ᑐ㇟ᆅᇦཬࡧ┠ⓗྜࢃࡏ୍㒊㡯┠ࡢ㏣ຍࠊኚ᭦➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭ᆅᇦ࡛ࡢάື㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ㸦ၥ㸳ࠥၥ 㸧㸸ࠕ♫⏕άࠖ㛵ࡍࡿ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ᪥ᮏ⥲◊  ᖺࠋ
ㄪᰝ┠ⓗ㸸ᕷẸࡢ♫άື㛵ࡍࡿཧຍᗘࢆㄪࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᏳᐃ࣭άᛶᐤࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ♫
㛵ಀ㈨ᮏ㸦ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ㸧ࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
࣭⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ㸦ၥ ࠥၥ 㸧㸸ᶓ㡲㈡ᕷᩍ⫱ࣥࢣ࣮ࢺ
㸦♫ᩍ⫱⦅㸧 ᶓ㡲㈡ᕷᩍ⫱ጤဨ  ᖺࠋ
ㄪᰝ┠ⓗ㸸ᕷẸࡀ⏕ᾭᏛ⩦ࡸ♫ᩍ⫱ᑐࡋ࡚ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢࠊ
ࡲࡓࠊࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࢆᢕᥱࡋࠊ⏕ᾭᏛ
⩦ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾᚋࡢ♫ᩍ⫱⟇ࡢཧ⪃ࡍࡿࠋ
࣭ᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ㸦ၥ ࠥၥ 㸧㸸ᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝ ᪂₲ᕷ  ᖺࠋ
ㄪᰝ┠ⓗ㸸㉸㧗㱋♫ࡢ㐍ᒎࡼࡾࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿ⒪㣴ࡸㆤࡀᚲせ
ࡍࡿ᪉ࡢቑຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ୰ࠊᅾᏯ་⒪ಀࡿព㆑ࡸ
ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡼࡾࠊᚋࡢᅾᏯ་⒪᥎㐍ࡢ⟇
᳨ウ➼ࡢᇶ♏㈨ᩱࡍࡿࠋ

㸱 ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ

࣭ᡞἑᮧⶶᒸᆅ༊㸦 ே㸧
࣭┿ᐊᕝ⏫ඵᩜ௦ᆅ༊㸦 ே㸧
࣭ୖᒣᕷ㔠⎼ᆅ༊㸦 ே㸧

㸲 ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ

㸲㸬㸯 ༢⣧㞟ィࡢᅜ࣭㒔ᕷࡢẚ㍑
 ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎᮏࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ཧ↷ࡋࡓඛ⾜㸦ࠕ♫⏕άࠖ
㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊᶓ㡲㈡ᕷᩍ⫱ࣥࢣ࣮ࢺࠊ᪂₲ᕷᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸧ඹ㏻࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㉁ၥ㡯┠ࢆ⏝࠸ࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ㸦ᡞἑᮧࠊ
┿ᐊᕝ⏫ࠊୖᒣᕷ㸧ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
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ᆅᇦ࡛ࡢάື㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
 ᆅ⦕ⓗάືࡢཧຍᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠕάືࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ⣙ 㸣
࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ ࠥ㸣࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊάືࡀά
Ⓨ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㢖ᗘ㛵ࡋ࡚ࡣᅜࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠕᖺᩘᅇ⛬
ᗘࠖ
ࠕ᭶  ᅇ⛬ᗘࠖ
ࠕ᭶ ࠥ ᅇ⛬ᗘࠖࡢ㡰࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࡣ
㢖ᗘ㡰ࡘ࠸࡚ࡣྠᵝࡢ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ᭶ ࠥ ᅇ⛬ᗘࠖࡢྜࡀ࠸
ࡎࢀࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶ㧗࠸࠸࠺≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋ
 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭㊃࣭ፗᴦάືࡢཧຍᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࢹ࣮ࢱࠊᑐ㇟ᆅᇦࢹ
࣮ࢱࡶࡰྠࡌഴྥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋάື㢖ᗘ㛵ࡋ࡚ࡣᅜࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠕ㐌
 1 ᅇࠖࠕ᭶ 2ࠥ3 ᅇ⛬ᗘࠖࠕ㐌 2ࠥ3 ᪥ࠖࡢ㡰࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅ
ᇦ࡛ࡣࡇࢀẚ㢖ᗘࡀప࠸ࡇࡀࢃࡿࠋ࡞࠾ୖᒣᕷࡢࡳࠕ᭶ 2ࠥ3 ᅇ⛬ᗘࠖ
ࡢྜࡀ㧗࠸࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
 ࣎ࣛࣥࢸ➼ࡢᕷẸάືࡢཧຍࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࢹ࣮ࢱẚྛᕷ⏫ᮧ
ࡶẚ⋡ࡣ㧗ࡃࠊᆅᇦఫẸࡢάືỈ‽ࡀ㧗࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ᅜẚ㍑ࡋࠊάື㢖ᗘࡘ࠸࡚ࡣࡸࡸప࠸ഴྥ㸦ࠕᖺᩘᅇ⛬ᗘࠖࡢྜࡀ୍
␒㧗࠸㸧ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
 ே⏕ࢆ㇏ࡍࡿࡓࡵࡢάືࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓࡇࢁࠊᶓ㡲㈡ᕷ㸦ࠕ᪑⾜ࠖ
ࠕࢫ
࣏࣮ࢶࠖ
ࠕᏛ⩦ࠖࡢ㡰㸧ẚ㍑ࡋ࡚ᡞἑᮧࠊ┿ᐊᕝ⏫࠾࠸࡚ࠕᆅᇦάືࠖࠕ⮬
↛άືࠖࡢྜࡀ㧗࠸ࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿᏛ⩦⤒㦂ࡢྜࡣࠊ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡚ࡀᶓ㡲㈡ᕷẚప࠸ࡇࡀࢃࡿࠋࡑࡢᏛ⩦ෆᐜࡘ࠸࡚
ࡣࠊᶓ㡲㈡ᕷࡘ࠸࡚ࡣࠕ㊃ࠖࠕᩍ㣴ࠖࠕࠖࡢ㡰࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ┿ᐊᕝ
⏫࡛ࠕࠖࡀ᭱ୖ᮶࡚࠸ࡿࡇࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
 Ꮫ⩦ᡂᯝࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶓ㡲㈡ᕷẚㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊࠕࠖ
ࠕᆅᇦάືࠖࡘ࠸࡚ࠕࡍ࡛άࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜࡀ㧗࠸࠸࠺
⤖ᯝࡀぢࡽࢀࡿࠋ

ᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
 ᅾᏯ་⒪ࡢᕼᮃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂₲ᕷㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢ㛫࠾࠸࡚ࠊࡁ࡞
ഴྥࡢᕪࡣ≉Ꮡᅾࡋ࡞࠸㸦ࠕᕼᮃࡍࡿࡋ࣭ᐇ⌧ྍ⬟ࡔᛮ࠺ࠖ⣙ 10㸣ࠊࠕᕼᮃ
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ࡍࡿࡀࠊᐇ⌧ࡣ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࠖ⣙ 50㸣ࠊ
ࠕᕼᮃࡋ࡞࠸ࠖ⣙ 15㸣㸧ࠋࡲࡓᅾᏯ་⒪
ࢆᕼᮃࡋ࡞࠸ࡲࡓࡣᐇ⌧ࡀ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࠾࠸
࡚ࠕㆤࡋ࡚ࡃࢀࡿᐙ᪘ࡀ࠸࡞࠸ࡽࠖࡼࡾࡶࠕ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡀࡁ࠸ࡽࠖ
࠸࠺ᅇ⟅ࡀୖ᮶࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋ

㸲㸬㸰 ࢡࣟࢫ㞟ィࡢ⤖ᯝ㸦ᖺ㱋࣭ᛶู㸧
 ḟㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࠾ࡅࡿࢡࣟࢫ㞟ィศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡀࠊㄪᰝᑐ㇟ᩘࡢไ
⣙ࡼࡾࠊᖺ㱋ᛶูࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊࢡࣟࢫ㞟ィศᯒࡼࡾ≉ᚩࢆᤊ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿタၥࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᆅᇦ࡛ࡢάື㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
 ᆅ⦕ⓗάື㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊ
ࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡢᑡ࡞࠸ⱝᖺᒙ
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㝖ࡃࠊ ௦௨ୖࡢᒙ࡛ࠕάືࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜࡀ㧗࠸
ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࠊ⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠕάືࡋ
࡚࠸ࡿࠖ⟅࠼ࡓྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣎ࣛࣥࢸ➼ࡢᕷẸάືࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡢᑡ࡞
࠸ⱝᖺᒙࡢࢹ࣮ࢱࢆ㝖ࡃࠊᆅ⦕ⓗάືྠᵝ௦௨ୖࡢᒙ࡛ࠕάືࡋ࡚࠸
ࡿࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜࡀ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢྜࡣࡼࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡶᆅ⦕ⓗάືྠᵝࠊࡍ࡚ࡢᕷ⏫ᮧ࡛⏨ᛶࡢ᪉ࡀࠕά
ືࡋ࡚࠸ࡿࠖ⟅࠼ࡓྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
 వᬤࡢ㐣ࡈࡋ᪉㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛ࡣࠊ
ࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗㱋ᒙࡢ᪉ࡀࠕ‶㊊ࠖ
ࠕࡕࡽゝ࠼ࡤ‶㊊ࠖ⟅࠼࡚࠸ࡿྜࡀ㧗࠸ࠋ
ࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᡞἑ
ᮧࢆ㝖ࡁࠕ‶㊊ࠖ
ࠕࡕࡽゝ࠼ࡤ‶㊊ࠖ⟅࠼ࡓྜࡀ⏨ዪࡶࡰྠᩘ࡛
࠶ࡗࡓࠋ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⤒㦂ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ┿ᐊᕝ⏫ࡢ࣭௦
௨እࡢ㝵ᒙ࠾࠸࡚ࠥ㸣ࡢᏛ⩦⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
ࠕᛶูࠖࡘ࠸
࡚ࡣࠊᡞἑᮧࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛⏨ᛶࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸୍᪉ࠊୖᒣᕷ࡛ࡣዪᛶࡢẚ⋡ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮫ⩦ᡂᯝࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ♫ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ㛵㐃࡛ࠊၥ 
㸦ㅮᖌ➼㸧࠾ࡼࡧၥ 㸦Ꮫᰯ࣎ࣛࣥࢸ㸧ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
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 ࠕㅮᖌ➼ࠖ㛵ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣࠊࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࡍ࡛άࡋ࡚࠸ࡿࠖ
࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜࡣᡞἑᮧࡣ㧗㱋⪅ᒙࡀከ࠸ࡢᑐࡋࠊୖᒣᕷ࡛ࡣྛᖺ㱋ᒙ
ᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࡍ࡛ά
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜࡣྛᕷ⏫ᮧ࡛⏨ዪࡶࡰྠࡌẚ⋡࡛࠶ࡿࡀࠊୖ
ᒣᕷ࠾࠸࡚ࡣࠕᚋάࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡘ࠸࡚⏨ᛶࡢẚ⋡ࡀ㧗
࠸ࠋ
 ࠕᏛᰯ࣎ࣛࣥࢸࠖ㛵ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣࠊࠕࡍ࡛άࡋ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ᅇ
⟅ࡘ࠸࡚ࠊࠕᖺ㱋࡛ࠖࡣྛᕷ⏫ᮧࡶ㧗㱋⪅ᒙࡢ࠺ࡀࡸࡸ㧗࠸ഴྥࡀぢࡽ
ࢀࡿࠋࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᡞἑᮧࠊୖᒣᕷ࡛⏨ᛶࡀࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣዪᛶࡀ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᅾᏯ་⒪㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺ
 ᭱ᮇࢆ㏄࠼ࡓ࠸ሙᡤ㛵ࡍࡿ㉁ၥ㛵ࡋࠊ
ࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊୖᒣᕷ࡛ࡣᖺ
㱋ᒙࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚ࠕ㝔࡞ࡢ་⒪タࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊᡞἑᮧࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕ⮬Ꮿࠖ࠸࠺ᅇ
⟅ࡣ୍㒊ࡢᖺ㱋ᒙࢆ㝖ࡁࠥ㸣௦ࡢᅇ⟅࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣ⏨ᛶ࡛ࠕ㝔࡞ࡢ་⒪タࠖ࠸࠺ᅇ
⟅ࡀከ࠸ࡀࠊᡞἑᮧࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣࡰྠࡌྜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᡞἑᮧ࡛
⏨ᛶࡢࠕ⮬Ꮿࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅾᏯ་⒪ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶ㛵ࡍࡿ㉁ၥ㛵ࡋࠊ
ࠕᖺ㱋ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᕼᮃࡍࡿ
ࡋࠊᐇ⌧ྍ⬟ࡔᛮ࠺ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀᡞἑᮧ࡛ࡣ㧗㱋⪅ᒙከ࠸ࡢᑐࡋࠊ┿
ᐊᕝ⏫ࠊୖᒣᕷ࡛ࡣྛᖺ㱋ᒙᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᕼᮃࡍࡿࡀࠊᐇ⌧ࡣ㞴ࡋ࠸
ᛮ࠺ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡣྛᕷ⏫ᮧ࣭ྛᖺ㱋ᒙ࡛⣙༙ᩘࠥ⣙㸵ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕᛶูࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᕼᮃࡍࡿࡋࠊᐇ⌧ྍ⬟ࡔᛮ࠺ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜ
ࡘ࠸࡚ࠊᡞἑᮧࠊୖᒣᕷ࡛ࡣ⏨ᛶࡢྜࡀ㧗ࡃࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣዪᛶࡢྜࡀ㧗
࠸ࠋ
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おわりに
これまで各研究テーマの研究内容についてその要旨を紹介してきたが、最後
に各研究テーマの成果および将来展望についてまとめておく。
地域における個別化医療モデルの確立
今年度まで実施した研究で蓄積したノウハウを利用して、上山市の健康情報
を包括的に取得し、そのデータを解析することにより、上山市における予防医
療上の課題を明らかにした。
まず2008年度と2013年度の特定健診のデータ解析により全体としては健診を
受けている住民に関しては、それぞれの値に改善が見られていることが明らか
になった。よって、おおむね、現在までの施策は有効であると評価できた。
医療費解析の結果、60歳以下では、年齢、BMI、HbA1c、拡張期血圧、性別
が医療費と関連があるのに対して、61歳以上では、年齢、収縮期血圧、HbA1c、
HDLが医療費と関連した。このことから年齢によって、医療費と関連のある項
目が違うということが明らかになった。
上山市には上記の研究事業の結果を踏まえ、以下の今後の予防医療介入立案
のための提案が考えられる。
1) 特定健診のデータが改善しなかった人たちの特徴（年齢や検査上の所見）
を探索する解析
2) 医療費が多くかかっている人の特徴を探索する解析
若年観光客をターゲットにした観光まちづくりの提案
平成26年の７月時点で９名の学生から12のモデルコースが提案された。学生
が提示した地図だけをとってみても、彼らの感覚は多様であり、固定観念に囚
われない自由な発想によって興味深いコースが提案された。さらに、平成27年
３月には、上山市の月岡ホテルと観光コースの商品化に向けた打ち合わせを開
始し、学生の提案したモデルコースを基に、実現性を高めた３コースを新たに
考案、提出した。
航空機産業振興による雇用創出を通じた持続的な地域発展に関する調査研究
航空機産業による雇用創出は、
『地方消滅』への一つのアンチテーゼになる可
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⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋேཱྀῶᑡࠊ≉ᆅ᪉ᅪ࠾ࡅࡿⱝᖺዪᛶேཱྀࡢὶฟࡀᾘ⁛
ྍ⬟ᛶ㒔ᕷࢆ⏕ࡳฟࡍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦ⤒῭ㄽࡣࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ⮬⤥⋡ྥୖ
ᇶ┙⏘ᴗࡢᙉࡼࡿᇦ㝿ᨭࡢ㯮Ꮠࡀᇦෆࡢ㞠⏝ࢆฟࡋࠊᆅᇦ⤒῭ࡀ
⥔ᣢࡉࢀࡿࡇࢆ⌮ㄽⓗ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣᙧ┴ࡢᇶ┙⏘ᴗࡢ୍ࡘࡣ〇㐀ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ〇㐀ᴗࢆ⯆ࡉࡏࡿ୍ࡘࡢศ
㔝ࡀ⯟✵ᶵ⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊᙜヱ⏘ᴗࡢ⯆ࡀ⤖ᯝࡋ࡚ᇦ㝿ᨭࡢ㯮Ꮠᐤ
ࡍࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢάᛶࡼࡿ㞠⏝ฟࡣࠊᣢ
⥆ⓗ࡞ᆅᇦⓎᒎࡘ࡞ࡀࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
地域社会の長期的動態を探るためのアンケート調査
 ᮏᖺᗘࡣᅜ࣭㒔ᕷ㒊ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑᳨ウࠊᖺ㱋ࠊᛶู㛵ࡍࡿࢡࣟࢫ㞟ィ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᅜ࣭㒔ᕷ㒊ࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑ࡼࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
࣭ㄪᰝᑐ㇟࡞ࡗࡓ┴ෆྛᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ᆅ⦕ⓗάື࣭ᕷẸάືࡢཧຍᗘ
ྜ࠸ࡀᅜࡼࡾࡶ㧗ࡃࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡀࡼࡾᐇࡋ࡚࠸ࡿ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭⏕ᾭᏛ⩦άືࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡣẚ㍑ᑐ㇟㒔ᕷࡼࡾࡶప
࠸ࡀࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ⮬↛࣭ᆅᇦάືࡸ࠸࠺ᅇ⟅ࡢྜࡀ㧗ࡃࠊ

ᆅᇦࡢ≉ᛶ㐺ྜࡋࡓᙧ࡛Ꮫ⩦άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ᅾᏯ་⒪㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅾᏯ་⒪ࢆᕼᮃࡋ࡞࠸⌮⏤ࡋ࡚ẚ㍑ᑐ㇟㒔ᕷẚ
⤒῭ⓗ⌮⏤ࡢ᪉ࡀࡁ࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᖺ㱋࣭ᛶู㛵ࡍࡿࢡࣟࢫ㞟ィࡼࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
࣭ᆅ⦕ⓗάື࣭ᕷẸάືඹࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࠾࠸࡚㧗㱋ᒙࠊ⏨ᛶࡢཧຍ
ྜࡀ㧗࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
࣭వᬤࡢ‶㊊ᗘࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⤒㦂ࡘ࠸࡚ࡣ㧗㱋⪅ᒙࡢྜࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓᏛ
⩦ᡂᯝࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣ㧗㱋⪅ᒙࡢ᪉ࡀࡸࡸ㧗࠸ഴྥ࠶ࡿ୍᪉ࠊᛶู
ࡘ࠸࡚ࡣࡰྠࡌഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ
࣭ᅾᏯ་⒪㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖺ㱋࣭ᛶูࡶᕷ⏫ᮧࡼࡾᅇ⟅ᕪࡀ࠶ࡾࠊ≉
ᐃࡢഴྥࡣぢฟࡋࡃ࠸ࠋ
 ࡞࠾ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝࡣࠊఫẸࡢពྥࢆᑜࡡࡿ㡯┠ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᚋ
ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇➼క࠺ᆅᇦࡢኚࢆぢࡿࡓࡵࡢᡂᯝᣦᶆࢆຍ࠼ࡓᙧࡢࣥࢣ
࣮ࢺࢆタィࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ
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⏘ᴗᵓ㐀◊✲㒊㛛




⏘ᴗᵓ㐀◊✲㒊㛛◊✲ሗ࿌
ࡣࡌࡵ
 ⏘ᴗᵓ㐀◊✲㒊㛛࡛ࡣࠊ⌮Ꮫ㒊ࠊᕤᏛ㒊ࡢ᭷ᶵᏛࡸ㧗ᶵ⬟ᮦᩱࠊ≀
⌮ᏛࡸᏛᕤᏛ࡞ࢆᑓ㛛ࡍࡿඃࢀࡓ◊✲⪅ཧ⏬㡬ࡁࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᒣᙧ┴ࠊࡦ࠸࡚ࡣᮾᆅᇦࢆάᛶ
ࡍࡿ⏘ᴗࡢ⯆ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᖺᗘࡼࡾ㒊㛛ຍࢃࡗ࡚㡬࠸ࡓ࣓
ࣥࣂ࣮ࡼࡿ㣴㇜ሙࡢᘓタక࠺⎔ቃᙳ㡪ホ౯㛵ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓᡭἲࠊ≉
ᝏ⮯ࡢ㣕ᩓ⠊ᅖࡢண ୪ࡧᆅᇦࡢᚋࡢ࠶ࡿࡁጼࡢᥦࡣᒣᙧ┴ࡢ
ከࡃࡢᕷ⏫ᮧࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆᥦ♧ฟ᮶ࡿ≀࡛࠶ࡾࠊᚋࡣᝏ⮯㛵
ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ゎỴ⟇ࢆᥦࡍࡿඹࠊྛᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣ᪂ࡓ␆⏘ᴗࢆ
ㄏ⮴ࡍࡿ㝿ᮏᡭἲࡼࡿೃ⿵ᆅࡢ㐺ṇࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᖺᗘࡢࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠕCOC ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖ
ᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡢ⿵ຓࢆཷࡅࡓ≀ࡀከࡗࡓࡀࠊ୍ᖺᗘᐇࡋࡓ
ࠕHuck U ᒣᙧᏛ in ▼ᕳࠖᴗࡢ⤒㦂ࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼࡚⾜࠺ࡀฟ᮶ࠊ
༑ศ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡶࡢ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ≉ᮏᖺᗘࡣ㞷ᆅᖏ
ࡢ≉ᚩࢆ⏕ࡋࡓ㞷⏝୪ࡧᒣᙧ┴ෆ㇏ᐩᏑᅾࡍࡿ Ἠ⇕ࡢά⏝
ࡘ࠸࡚ᗄࡘࡢᥦࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ୰ࡣ㸰㸵ᖺᗘྥࡅ࡚ᐇドヨ
㦂ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᮶ᖺᗘࡢᡂᯝᮇᚅࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
 ᮾ⏕◊✲ᡤࡢ㸱㒊㛛ࡀ༠ຊࡋࠊࡘࠊᆅᇦࡢ༠ຊࢆᚓࡿࡇࡼࡾࠊ
ᒣᙧࡢ㨩ຊ࠶ࡿᆅᇦ㈨※ࡸほගࠊ⏘ᴗࠊ⊂⮬ᢏ⾡࡞ࢆࡁ࡞ᯟ⤌ࡢ୰࡛ά
ࡋ࡚⾜ࡃࡀྍ⬟⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏሗ࿌᭩࡛ࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢάື࠾
ࡅࡿ᳨ウෆᐜࡸᐇ⦼ࢆሗ࿌ࡋࠊᚋࡢㄢ㢟ࡸᒎ㛤ࡘ࠸࡚㏙ࡿࡇࡍࡿࠋ
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ᒣᙧᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉㸪 ᒣᙧᏛᮾ⏕◊✲ᡤ㸪 ᒣᙧᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉㸪





ᒣᙧᏛ㎰Ꮫ㒊㸪 ᒣᙧᏛᏛ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉



はじめに
⡿ἑᕷ࡛ࡣᖹᡂ  ᖺ㡭ࡽᕷẸࡼࡾᝏ⮯㛵ࡍࡿⱞࢆッ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᝏ⮯ࡢⓎ⏕※ࡋ࡚ࡣ⡿ἑ༡ᕤᴗᅋᆅ࠶ࡿሁ⫧〇㐀ᴗᡤࠕ➲Ꮚᖹ㧗ཎࠖ
༡ཎ࠶ࡿ␆⏘♫ࠕᮧୖ␆⏘࡛ࠖ࠶ࡿࠋ➲Ꮚᖹ㧗ཎࡢሁ⫧ᕤሙࡣ㸪ᖹᡂ
 ᖺ  ᭶⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡿチྍࡢᮇ㝈ࡀษࢀࡿᙜࡓࡾ㸪᭦᪂ᡭ
⥆ࡁࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡗࡓࠋሁ⫧ࡢ〇㐀ࡣ୰Ṇ࡞ࡾ㸪㣫ᩱಖ⟶ሙ㌿ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᮧୖ␆⏘ࡣ㣴㇜ᴗ⪅࡛࠶ࡾ㸪ྠ♫ࡀ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࠕኳඖ㇜ࠖ
ࡣᆅඖࣈࣛࣥࢻࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⡿ἑᕷࡢ㣗⫗ฎ⌮බ♫
ࡢ⥔ᣢࡶࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⡿ἑᕷ࡛ࡣᝏ⮯ࡀၥ㢟࡞ࡿᗘᮧୖ␆⏘
ᨵၿ່࿌ࢆ⾜࠸㸪ᮧୖ␆⏘࠾࠸࡚ࡣሁ⫧ᕤ⛬㸪㇜⯋ෆࡢ⎔ቃ㸪ࡑࡋ࡚
Ỉฎ⌮タ➼ࡘ࠸࡚ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿඹ㸪⫧⫱㢌ᩘࢆῶࡽࡍฎ⨨ࡶ⾜ࡗ
࡚᮶ࡓࠋࡇࡢฎ⨨ࡣࣈࣛࣥࢻࡢᵓ⠏క࠺㟂せࡢᣑ┦ࡍࡿືࡁ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ᒣ㛫㒊ࡢ㇜⯋⛣㌿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏㄪᰝࡣ⡿ἑᕷ୪ࡧᮧୖ␆⏘ࡼࡾጤクࢆཷࡅ㸪⛣㌿ඛࡢೃ⿵ᆅ࡛࠶ࡿᯈ
㇂ᆅ༊㇜⯋ࡀ⛣㌿ࡋࡓሙྜࡢ⎔ቃᙳ㡪ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡣ᭱᪂ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡼࡾᝏ⮯ࡢᣑᩓᆅᇦࢆ᫂ࡽࡍࡿ
ࡶ㸪ᯈ㇂ᆅ༊ࡢせ⏘ᴗ〇ရ࡛࠶ࡿࢮ࢜ࣛࢺࡢရ㉁ཬࡰࡍ⮯Ẽ≀㉁ࡢ
྾╔㸪ࡉࡽࡣ㇜⯋ࢆ⛣⠏ࡋࡓሙྜࡢỈ⎔ቃࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑
࡞ࡽࡧᐇ㦂ࢆ㥑ࡋ࡚ᐈほⓗ⾜ࡗࡓࠋ


養豚場の建設に伴う影響の予測
㸯 ⮯ẼᡂศࡢẼᣑᩓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
⛣㌿ೃ⿵ᆅ㣴㇜ሙࡀタ⨨ࡉࢀࡓሙྜࡢᆅᇦఫẸཬࡰࡍ⮯Ẽࡢᙳ㡪ࢆࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋࡓࠋࡲࡎ⌧ᅾࡢ㣴㇜ሙࢆᑐ㇟ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸㸪
⡿ἑᕷ⾤ᆅ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᝏ⮯ⱞࡢ≧ἣẚ㍑ࡍࡿࡇࡼࡾࡑࡢጇᙜᛶ
ࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡘ࠸࡛ྠᵝࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⛣㌿ೃ⿵ᆅᑐࡋ࡚⾜࠸㸪ఫ
Ẹ࠼ࡿ⮯Ẽࡢᙳ㡪ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ

― 36 ―

ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢᢏἲࡣᩘ್ὶయຊᏛ㸦computational fluid dynamics㸪
CFD㸧࡛࠶ࡾ㸪ィ⟬ࡣ CFD ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࡛࢘࠶ࡿ ANSYS Fluent ࢆ
⏝ࡋࡓࠋ
⮯Ẽ≀㉁ࡋ࡚ࡣ᭱ࡶ㔞Ⓨ⏕ࡍࡿࣥࣔࢽࢆᐃࡋ㸪✵Ẽᐦᗘ 1.2
kg/m3㸪✵Ẽ⢓ᗘ 1.8×10ï5 Pa·s㸪ᣑᩓಀᩘ 2.9×10ï5 m2/s ࢆ᮲௳⏝࠸ࡓࠋ
⌧㎰ሙ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ⮯Ẽᡂศࡀ⛣ὶ࣭ᣑᩓࡋࡓィ⟬⤖ᯝࢆ Fig. 1 ♧ࡍࠋ㢼ྥ
㢼㏿ࡣ༡㢼 5 m/s ࢆ௬ᐃࡋ㸪⮯Ẽࡀ 1/1,000 ࡞ࡿ⠊ᅖࢆᅗ♧ࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ
ᕷᐤࡏࡽࢀࡿⱞⓎ⏕ᆅᇦࢆ࠺ࡲࡃ⾲⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

  
Fig. 1 ⌧㣴㇜ሙࡽࡢ⮯Ẽࡢᣑᩓ≧ἣࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ

༡㢼 5 m/s㸬⮯Ẽࡀ 1/1,000 ࡞ࡿ⠊ᅖ


Fig. 2 㣴㇜ሙ⛣㌿ணᐃᆅࡽⓎ⏕ࡍࡿ⮯Ẽᣑᩓ≧ἣࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ

す㢼 5 m/s㸬⮯Ẽࡀ 1/5,000 ࡞ࡿ⠊ᅖ
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ḟᘓタணᐃᆅ࡛ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋィ⟬᮲௳ࡋ࡚᭱ࡶ㔜せᛮ
ࢃࢀࡿ㢼ྥ㢼㏿ࡣ㸪ᮧୖ␆⏘ࡀ 2013 ᖺ 8 ᭶ 29 ᪥ࡽ 11 ᭶ 20 ᪥ࢃࡓࡗ࡚
㞟ࡋࡓᯈ㇂ศᰯࡢ㢼ྥ㢼㏿ࢹ࣮ࢱࢆཧ⪃ࡋࡓࠋྠᮇ㛫ࡢᯈ㇂ศᰯ࠾ࡅ
ࡿ㢼㏿ࡢ್᭱ࡣ 12m/s ࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡢ㸪5m/s ࢆ㉸࠼ࡿࢹ࣮ࢱࡣ⛥࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㢼㏿ࡀ 5m/s ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡢ㢼ྥࡣす㢼ࡀ᭱ࡶከࡗࡓࠋࡑࡇ࡛す㢼 5
m/s ࡣ㞟ⴠᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ᭱ᝏࡢ᮲௳ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋຍ࠼࡚
⮯Ẽ≀㉁ࡢ✀㢮ࡼࡗ࡚ࡣᴟప⃰ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᝏ⮯ⱞࡢせᅉ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛⮯Ẽ⃰ᗘࡀ 1/5,000 ࡞ࡿᵝᏊࡢィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⛣㌿ணᐃᆅࡢィ⟬⤖
ᯝࢆ Fig. 2 ♧ࡍࠋ⤖ᯝࡣ㸪⮯Ẽᡂศࡣᩘ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝඛࡲ࡛฿㐩ࡋᚓࡿࡇ
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ㊥㞳ࡣᯈ㇂ᆅ༊ࡢఫᏯᆅࢆྵࡴࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⮯Ẽᡂ
ศࡀᯈ㇂ᆅ༊ࡢఫᏯᆅࡲ࡛฿㐩ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋ㸪ᅇࡢ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪す㢼ࢆタᐃࡋࡓࡶࢃࡽࡎ㸪⮯Ẽᡂศࡢὶࢀࡣ
ఫᏯᆅࢆࡑࢀ࡚㇂ഃ⛣ືࡍࡿࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
㸰 ࢮ࢜ࣛࢺࡢ⮯Ẽ≀㉁ࡢ྾╔
ᯈ㇂ᆅ༊࠾ࡅࡿ᭱ࡢᴗ࡛࠶ࡿࢪ࣮ࢡࣛࢺᰴᘧ♫ࡢ〇ရ࡛࠶ࡿ
ࢮ࢜ࣛࢺࡣ㟢ኳᇼࡾࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⮯Ẽᡂศࡢ྾╔ࡀ༴ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࢮ
࢜ࣛࢺࡢࣥࣔࢽࡢ྾╔ᐇ㦂ࢆ⾜࠸㸪㣴㇜ሙࡽࣥࣔࢽ࢞ࢫࡀⓎ
⏕ࡋ㸪Ẽᣑᩓࡋࡓሙྜࡢኳ↛ࢮ࢜ࣛࢺࡢ྾╔⬟ࡢᙳ㡪ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡋࡓࠋ
ᯈ㇂ࢮ࢜ࣛࢺࡢࣥࣔࢽ࢞ࢫࡢ྾╔ᐜ㔞ࡢ ᐃࡘ࠸࡚ὶ㏻ᆺ྾╔
⟄ࢆ⏝࠸ࡓ◚㐣᭤⥺ࢆ ᐃࡍࡿᐇ㦂⣔࡛⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࢪ࣮ࢡࣛࢺ
♫ࡢ࢝ࢱࣟࢢ࡛ಖドࡋ࡚࠸ࡿࢮ࢜ࣛࢺࡢ྾╔ᐜ㔞ࡢ 5%௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ
࡚㸪ࢮ࢜ࣛࢺࡢ⮯Ẽ≀㉁ࡢ྾╔ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࢮ࢜ࣛࢺࡢ㢧ⴭ࡞
ရ㉁ࡢపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱 Ỉ⎔ቃࡢᙳ㡪ண
㣴㇜ሙࡢ⛣㌿ࡶ࡞࠺࿘㎶Ỉ⎔ቃࡢᙳ㡪㸦≉㸪㣴㇜ሙࡽࡢỈ
ࡼࡿἙᕝỈ㉁ࡢᙳ㡪㸧ࢆ๓ホ౯ࡋࡓࠋ
⌧ᅾࡢ㣴㇜ሙࡽᨺὶࡉࢀ࡚࠸ࡿỈࢆࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡋ㸪Ỉ㉁࡞ࡽࡧᚤ
⏕≀ࡢ≧ែࡘ࠸࡚ㄪࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⌧㣴㇜ሙࡢỈࡢỈ㉁ࡣ㸪ᇶ‽್ࢆ
ࡰࢡࣜࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࢱ࣑ࣥࢢࡼࡗ࡚ࡣ⥲❅⣲ࡀᇶ‽ࢆⱝᖸ㉸㐣
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡑࡢせᅉࡣ⬺⮯⨨ࡽࡢỈ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪⌧Ⅼ࡛ࡣ㣴㇜ሙࡽࡢỈࡀ㸪ᨺὶඛ࡛࠶ࡿ᭱ୖᕝࡢỈ㉁ᝏࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪⛣㌿ணᐃᆅ࠾ࡅࡿỈ⎔ቃࡘ࠸࡚ࣇ
࣮ࣝࢻ㋃ᰝ࡞ࡽࡧỈ㉁ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ⛣㌿ணᐃᆅࢆὶࢀࡿἑỈࡣ㸪㔝
⏕ື≀ࡢ⣅౽ࡼࡿởᰁࡀࢃࢀࡓࡀ㸪ࡑࢀࡀὶࢀ㎸ࡴἙᕝ㸦๓ᕝ㸧ࡢỈ㉁
ࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ㣴㇜ሙࡀ⛣㌿ᚋ㸪ἑỈࡢỈ㉁ᝏࡀᠱᛕࡉࢀࡓࠋ๓ᕝࡢỈ
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⾲ 2 Ỉ㉁ศᯒࡢ⤖ᯝ
⾲䠍䠊Ỉ㉁ศᯒ䛾⤖ᯝ
䝃䞁䝥䝹
Ỉ
㼜㻴
㻱㻯
㻰㻻㻖
㻮㻻㻰
㻿㻿
⭠⳦⩌ ⭠⳦ ⥲❅⣲ ⥲䝸䞁
᥇ྲྀᆅⅬ
䉝
㻙
㼙㻿㻛㼏㼙 㼙㼓㻛㻸
㼙㼓㻛㻸
㼙㼓㻛㻸 㻯㻲㼁㻛㼙㻸 㻯㻲㼁㻛㼙㻸 㼙㼓㻛㻸
㼙㼓㻛㻸
㣴㇜Ỉฎ⌮Ỉ
㻞㻝㻚㻝
㻣㻚㻢
㻞㻢㻜
㻟㻚㻟
㻞㻡
㻝㻢㻚㻟
㻠㻠㻡
㻞㻚㻠
㻝㻥
㻥㻚㻜
⬺⮯⨨Ỉ
㻞㻡㻚㻥
㻤㻚㻞
㻝㻢㻟
㻞㻚㻤
㻞㻞
㻡㻚㻟
㻟㻠㻜
㻜㻚㻜㻞
㻞㻜㻢
㻜㻚㻜㻥
᭱ୖᕝୖὶ
㻝㻥㻚㻞
㻠㻚㻤
㻞㻜
㻡㻚㻟
㻜㻚㻝
㻠㻚㻡
㻜㻚㻜㻞
㻨㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻡㻟
㻜㻚㻜㻤
᭱ୖᕝୗὶ
㻝㻣㻚㻟
㻣㻚㻣
㻤㻚㻟
㻢㻚㻟
㻝㻚㻟
㻡㻚㻝
㻝㻚㻜
㻨㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻠㻠
㻜㻚㻜㻡
ἑỈ䠄ἑᶫ䠅
㻝㻡㻚㻡
㻣㻚㻠
㻞㻚㻢
㻢㻚㻡
㻜㻚㻤
㻜㻚㻠
㻡㻚㻢
㻜㻚㻞㻥
㻜㻚㻞㻟
㻜㻚㻜㻥
๓ᕝ
㻝㻢㻚㻟
㻟㻚㻤
㻞㻢
㻢㻚㻢
㻜㻚㻢
㻨㻜㻚㻞
㻜㻚㻞
㻨㻜㻚㻜㻝
㻜㻚㻝㻣
㻜㻚㻝㻝
Ỉᇶ‽್
㻙 㻡㻚㻤㻙㻤㻚㻢
㻙
㻙
㻝㻢㻜
㻞㻜㻜
㻟㻜㻜㻜
㻙 㻝㻣㻜㻖㻖
㻞㻡㻖㻖
㻖䝃䞁䝥䝹᥇ྲྀᚋ䛾㟼Ỉ≧ែ䛷 ᐃ䛧䛯ཧ⪃್䚹ὶỈ୰䛷 ᐃ䛩䜛䜘䜚䜒ᑠ䛥䛟 ᐃ䛥䜜䜛ഴྥ䛜䛒䜛䚹
㻖㻖㣴㇜ሙ䛻ᑐ䛩䜛ᬻᐃỈᇶ‽್䠄ෆ‴䛻Ἑᕝ➼䜢㏻䛨䛶Ỉ䛜ὶධ䛩䜛ᆅᇦ䛜ᑐ㇟䠅䚹䛭䛾䛾␆⏘タ䛿୍
⯡䛾ᴗሙ䛸ྠ䛨䛟䠈⥲❅⣲㻝㻞㻜㼙㼓㻛㻸䠈⥲䝸䞁㻝㻢㼙㼓㻛㻸䛜ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䜎䛯䠈䛣䜜䛸䛿ู䛻䠈ᑐ㇟ᆅᇦ䜢㝈䜙䛺䛔❅
⣲䛻㛵䛩䜛ᇶ‽್䛸䛧䛶䠈◪㓟ᛶ❅⣲➼㻣㻜㻜㼙㼓㻛㻸䠄୍⯡Ỉᇶ‽್䛿㻝㻜㻜㼙㼓㻛㻸䠅䛜ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹

㉁ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㣴㇜ሙࡽ⣙ 10 km ୗὶᆅⅬ࡛ࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡿ
ุ᩿ࡉࢀࡓࡀ㸪㣴㇜ሙࡢ㏆࡛ࡣ㸦ὶ㔞ࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸧ホ౯ࡀ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓࠋ
 ࡞࠾㸪ἙᕝࡸἑỈࡢὶ㔞ࡸỈ㉁ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮨ⠇ࡸኳೃࡼࡗ࡚ࡁࡃኚ
ࡍࡿࡓࡵ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ྠᵝࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ⓗ
ᐇࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ᅇࡢ㝈ᐃⓗ࡞ㄪᰝ࡛ࡣ㸪⌧㎰ሙࡣἲᚊ*ࢆᏲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ၥ㢟ࡶ㉳ࡁ࡚࠸࡞
࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᯈ㇂ᆅ༊࡛ࡶྠᵝࡔࡀ㸪㎰ሙணᐃᆅ㏆ࡃࡢἑࡢỈ㔞ࡀᑡ࡞࠸
ࡓࡵ㸪ᒁᡤⓗᙳ㡪ࡀฟࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋỈ㔞ࡢከ࠸Ỉ㊰ࡲࡓࡣ๓ᕝࡢ
Ỉࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
*ᖹᡂ㸰㸶ᖺ㸴᭶Ỉᇶ‽್ࡢᨵᐃࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ᯈ㇂ᆅ༊♫ࡢᙳ㡪
 ᯈ㇂ᆅ༊ࡣ㸪ྂࡃࡽ Ἠᆅࡸ㏻ࡢせㅉࡋ࡚㔜せ࡞ᆅ༊࡛࠶ࡾ㸪㏆ᖺ
ࡣ❧ᆅᴗ┒㝯ࢆඹࡋࡓᒣ㛫㒊ࡋ࡚ࡣ⌋ࡋ࠸≉㛗ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ Ἠ㸪㖔≀㸪⮬↛⎔ቃ࡞㸪㈗㔜࡞ᆅᇦ㈨※ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ேཱྀῶᑡ
ࡼࡾ㸪ᚋࡢ㞟ⴠࡢ⥔ᣢࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
 ᯈ㇂ᆅ༊ࡣ㧗㱋ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ❧ᆅࡍࡿᴗࡣ㸪ᆅᇦ㐠Ⴀᶵ
⬟ࡢ⥔ᣢྥୖ㸦⚍㸪㏻㝔㸪㈙࠸≀㸪⅏ᐖᑐᛂ࡞㸧ࢆ┠ᣦࡋࡓᆅᇦ㈉⊩
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᑗ᮶ⓗࡣ㸪⛣㌿ࡍࡿᴗࡣᆅᇦෆ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦάᛶ㸪✚ᴟⓗ
ཧຍࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢮ࢜ࣛࢺࡢ⏝㛵ࡍࡿ◊✲༠ຊࢆࡋ࡚࠸ࡿ
◊✲⪅ࡣᒣᙧᏛ⡿ἑ࢟ࣕࣥࣃࢫᩘከࡃᅾ⡠ࡋ࡚࠾ࡾ㸪␆⏘⏝ࡢ◊✲
ࡢ༠ຊࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ
ᮧୖ␆⏘ࡢ⌧Ⅼ࡛ࡢ⛣㌿ィ⏬࡛ࡣ㸪ᖺ㛫ฟⲴ㢌ᩘ⣙ 15,000 㢌㸪࡛ࡁࢀࡤ
ᑗ᮶ⓗࡣࠊ⥲㣫㣴㢌ᩘ 8,000 㢌ࢆ┠ᶆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 28 ᖺᗘ␆⯋ࢆ
ᘓタࡋࠊᖹᡂ 29 ᖺᗘࡣ㣫⫱㛤ጞ㸪ᖹᡂ 30 ᖺᗘࡣࣇࣝάື࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡋ㸪ฟⲴᢅࡂࡅࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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୍᪉㸪ᮧୖ␆⏘ࡣᑠ୰Ꮫ⏕ࡢぢᏛࡀྍ⬟࡞㇜⯋ࡢᘓタど㔝ࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢሙྜ㸪ᒣᮧᆅᇦ࠶ࡿᴗࡢぢᏛࡣ㸪ᅜⓗࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᒣᮧࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡁ࡞㈨※࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢぢᏛࡣ㸪⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ
ศሙࡢࡼ࠺ࡕࡽ࠸࠺ぢᏛࡉࡏࡓࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡞タࡘ࠸࡚ࡢぢᏛ
ࡶྵࡵ࡚㸪ࡑࡢᚲせᛶࢆッ࠼࡞ࡀࡽ⌧ᐇࢆぢᏛࡋᏛ⩦࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᆅ
ඖࡢᏛ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᅜ࡛ࡶ㢮ࢆぢ࡞࠸ࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛ᵓ⠏ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪
ᯈ㇂ᆅ༊ࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ꮡ❧♫ⓗ㈉⊩┈ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ዢดࢍȻᣵଆȪȲȪȗ᩻དႊֿɁᩒᄉ

ࠞढޙ۾ޙ۾ျࡾޙᆅሱᇼ
ᕶ ն ୫ 
⫼ᬒ
 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥㉳ࡁࡓᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡣᮍ᭯᭷ࡢ⅏ᐖ࡛࠶ࡾࠊᮾᆅ᪉
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表１ アンケートで頂いた意見の例
実験の感想
かんたんなものでパンがつくれてびっくり、おも
しろかったです。子供たちもおもしろかったよう
です。
子供が実験に興味があるので、またこのような機
会があったら参加したいです。
日常生活にも使える事を知りたい。いつも遊んで
いるものに何かをプラスすると、ビックリする事
がおこるとか、子供があきないものが良い。
子 供 を 対 象 と し た 全員が「はい」と回答
防災グッズは必要
と感じますか？
非 常 の 食 の 試 食 会 全員が「はい」と回答
があったら参加し
たいですか？
自由記載
家でもできる実験も楽しいかも。学生さんたち、
子どもの対応すばらしく感心しました。ありがと
うございました。
みなさんとても優しく楽しく上手にすすめてく
れて大満足でした!学生さんなのに子供の相手も
上手ですばらしい!ほんとうにありがとうござい
ました。
定期的に行っていただけるとうれしいです。
②

今後の取組に向けた連携協議
3 月 18 日に今後の連携に向けた協議、ならびに活動に向けたアドバイス
を頂くため、東京大学 i.school プログラムディレクター（アアルト大学卒）
の Miikka Lehtonen 博士ならびにアアルト大学 International Design
Business Management の Anna Salo-Toyoki 女史においで頂いた。東北創
生研の活動のゼロから１を作る過程としてのユニークさと被災地への支援
を両立しようとしていることを高く評価して頂いた。一方、投資家や実業
家との連携による実践という点での強化が必要という意見と、今後国際的
なビジネスへと展開していくべきという意見を頂いた。

③

外部発表
今年度ならびに昨年度の取組を平成 27 年 2 月 11 日から 3 月 23 日まで
行われた「災害関連グッズ展示会」
（新潟県長岡市長岡震災アーカイブセン

― 43 ―

ࢱ࣮ࡁ࠾ࡃࡳࡽ࠸㸧ฟᒎࡋࡓࠋᮏᒎ♧ࡣࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊ၏୍ࡢ⥅⥆
ᒎ♧ࡀỴࡲࡗࡓࠋ⌧ᅾࡶබ┈♫ᅋἲே୰㉺㜵⅏Ᏻ᥎㐍ᶵᵓ⟶⌮ࡢୗࠊ㜵
⅏ၨⓎάື⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ㸰 ᒎ♧ࡢᵝᏊᒎ♧ࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮
ࡲࡵ
 7 ྡࡢᏛ⏕ࡀ⡿ἑࡢ㣗ᮦࢆ⏕ࡋࡓ⅏ᐖ㣗ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ⡿ἑᕷࡢ
≧ἣࡘ࠸࡚Ꮫࡧ࡞ࡀࡽㄢ㢟タᐃࡍࡿඹࠊၟရࢥࣥࢭࣉࢺࡢỴᐃ࡞
ྥࡅ࡚ࢹࢨࣥᛮ⪃ࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽάືࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊဨࡀࣥࢱ࣮ࣥࢩ
ࢵࣉࡢ༢ࢆྲྀᚓࡋࠊᩍ⫱άືࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࢆṧࡋࡓࠋᖹᡂ 27 ᖺᗘࡶάື
ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡶᆅᇦάᛶࠊ㜵⅏ࡢၨⵚࠊ࡞ࡽࡧ⿕⅏ᆅࡢᨭ
࠸࠺ 3 ࡘࡢ┠ⓗࢆ‶ࡓࡍ〇ရࢆ㛤Ⓨࡍࡿඹࠊ᪂⏘ᴗࡢฟྥࡅࡓ⬟ຊ
ࢆ㌟ࡘࡅࡓேᮦࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ


― 44 ―

ㅰ㎡
 ᮏάືࡣ⡿ἑᕷࡢ㐃ᦠࡼࡾ⾜ࢃࢀࡓࠋㄪᩚ࡞ࡽࡧࡈᣦᑟ㡬࠸ࡓ⥲ྜ
ᨻ⟇ㄢ࣭Ώ㎶ສᏕᵝࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⡿ἑᕷࡢⓙᵝࠊ㑊㞴⪅ᨭࢭࣥࢱ࣮࠾࠸
࡛ࡢⓙᵝࠊᒣᙧ⫱ඣࢧ࣮ࢡࣝࣛࣥࢻᅵᒇΎ⨾ᵝࠊࡲࡲࡩ࠻ࢧࣟࣥࡈཧຍࡢ
ⓙᵝࠊ⡿ἑᕷ⌮⛉◊ಟࢭࣥࢱ࣮㐲⸨ᾈඛ⏕࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓࠊᮏά
ືࡢ୍㒊ࡣᖹᡂ 26 ᖺᗘࠕCOC ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊
✲⤒㈝ࡢ⿵ຓࢆཷࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

― 45 ―

排雪を利用した雪冷房システムの構築
山形大学大学院理工学研究科
樋 口 健 志
1. 概 要
豪雪地域の多くの自治体では除雪コストが財政上の負担になっており，例
えば米沢市における除雪対策事業費の平成 24 年度決算額は 13.4 億円にもな
る一方で雪は天然の冷熱源であり，県内では舟形町や川西町，飯豊町などで
農産物低温貯蔵庫や公共施設の冷房への利用実績がある。しかし一般に雪の
冷熱利用は土地の確保からインフラ整備まで必要な初期投資が大きく，本格
的な普及に至っていないのが現状である。
そこで本テーマでは除排雪を活用した利雪技術として，雪山による簡易冷
房システムの構築を目指すこととした。これは屋外に簡易な断熱材で被覆し
た雪山を設置して循環水等で熱交換を行い，隣接した建物の冷房を行うもの
である。冬季の排雪場を雪山として活用することにより，除雪・利雪双方の
コスト削減を狙ったものである。
本年度においては，まず豪雪地の既存公共施設を対象に構内排雪による雪
冷熱の賦存量と建物の所要冷房量を推算し，雪冷房の導入可能性を検討した。
次いで冷房需要期までに必要量の雪を保存することを意図して実験用雪山を
造成し，雪山の保存性を調査した。今後引き続き，雪山内部の温度データ及
び気象データを用いて，雪山を被覆する断熱材による断熱効果を定量的に明
らかにする予定である。
2. 研究成果
2.1. 既存施設での雪冷房導入可能性調査
米沢市内の公共施設（すこやかセンター，米沢市西大通 1 丁目）における
雪冷房導入可能性を調査した。当該施設は図 1 に示すように敷地北側に冷房
対象となる建物，中央と西側に除雪区域となる駐車場，南側に排雪の堆積場
となる公園が配置されている。公園部に 2 箇所図示した青色の四角形は排雪
により雪山が形成される位置であり，ロータリー除雪車による投雪によって
形成される。
2.1.1. 雪山残存状況
排雪により形成された雪山の残存状況を図 2 に示す。気温が低く排雪量の
多い 1〜2 月では雪山の高さは増加を続けて 2 月下旬に最大に達し，写真から
およそ 7.8m と推定された。その後は日を追うごとに融解が進み，5 月下旬に
は完全に消失した。除雪業者への聞き取り調査では例年 5 月上旬ころに消失
するとのことである。したがって年による変動を考慮しても，特段の保存措
置を講じない場合の雪山の保存の限度は 5 月下旬であると考えられる。
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図 1 すこやかセンター俯瞰図

図 2 すこやかセンター敷地内における排雪による雪山残存状況
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2.1.2. 冷熱賦存量・所用冷熱量試算
すこやかセンター敷地内で発生する排雪の冷熱賦存量を次のように推算し
た。
1. 過去 5 年間の気象データから得られる積雪量を平均化し，これに除雪
区域面積を乗じて排雪の残存量の推移を推算した。
2. 尾花沢市役所における簡易雪冷房[1]のデータ（4 年分）から，雪山を
造成して断熱材で被覆した場合の雪山残存体積の推移を推算した。
3. 上記 2 つから排雪堆積期から雪山保存期にかけての雪の残存量の推移
を求め，残存冷熱量を算出した。
4. JRA 標準規格[2]に従ってすこやかセンター建物の年間冷房所要冷熱量
を算出し，上記で得た雪冷熱量と比較した。
推算結果を図 3 に示す。3 月は雪山の融解が進むため，雪山を造成し断熱
被覆する時期が早いほど多くの冷熱量を保存できる。3 月中旬の時点で残存
冷熱量は建物の所要冷熱量とほぼ同等であり，この時期に雪山造成した場合
は，冷房需要期の始まりである 6 月上旬には所要冷熱量の半分程度が残存す
る計算結果となった。従って，最大で需要量の半分程度の冷熱量を敷地内の
排雪から賄うことができるということになる。

図 3 すこやかセンター敷地内排雪から得られる冷熱量の経時変化（推算値）
2.2. 冷房用冷熱源としての雪山保存実験
2.2.1. 雪山造成
前項で得た雪山残存量の経時変化は尾花沢市でのデータを元にした推算値
であるので，筆者らにおいて実際に雪山を造成し残存量データを取得した。
造成地点は山形大学工学部運動場（米沢市太田町）である。地表は土であり，
周囲には雪山に影を落とすような構造物はない。雪山は図 4 に示す通り平面
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形状が 1 辺 6 m の正方形，高さ 1.6 m，上辺 2 m の台形であり，その上に木
材チップを厚さ 30 cm で敷いて断熱層とし，さらにアルミシートを掛けて遮
光した。造成作業は 2015 年 3 月 11 日に行った。

図 4 実験用雪山の寸法と構造
2.2.2. 雪山残存状況
雪山の残存状況の経時変化を図 5 に示す。図中の体積値は雪山の各辺長か
ら推定した残存体積である。日数の経過とともに，稜の形状が崩れ，全体と
して丸みを帯びた形状へと変化した。また雪山の体積変化（図 6）は，尾花
沢での事例[1]の変化曲線と良好に一致した。雪山を被覆する断熱材について，
尾花沢ではアルミ蒸着シートと断熱シート等の組み合わせであるのに対し，
本実験雪山ではアルミシートと木材チップ層である点で大きく異なるが，雪
山の保存性が概ね同一であった点は興味深い。今後，気象データ及び断熱層
の伝熱特性を検証して具体的な融解メカニズムを明らかにする予定である。
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図 5 実験用雪山の残存状況

図 6 実験用雪山の残存体積の経時変化
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3.1. 㝖㞷ᴗࡢ⤒῭ᛶຠᯝ
⡿ἑᕷࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿ㞷ሙࡣ࡚Ἑᕝᩜᡤᅾࡍࡿࡓࡵ㸪ࢩ࣮ࢬࣥ⤊
ᚋሁ✚ࡋࡓ㞷ࢆ᪩ᮇ๐ࡗ࡚ฎศࡏࡡࡤ࡞ࡽࡎ㸪㞷㐠ᦙྜࢃࡏ࡚㔜
ࢥࢫࢺࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡍࡇࡸࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᩜᆅෆ
࡛㞷ࢆฎศࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㝔࣭Ꮫᰯ➼ࡢẚ㍑ⓗᩜᆅࡢᗈ࠸බඹタ࡛ࡶྠ
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様に敷地内で処分を完結させられれば，排雪場への搬入量を減らすことがで
きる。さらに雪冷熱利用によって冷房需要期のエネルギー源の分散にも資す
ることができる。
3.2. 運用コスト
尾花沢の事例では断熱材の年間コストが 26 万円であるのに対し，規模が異
なるので一概に比較できないものの，本研究では木材チップで 1 回の使用で
10 万円，アルミシートで 2 万円程度である。再利用性の検討が必要であるも
のの，安価な方法として期待できる。
3.3. 施設レイアウト・設計上のポイント
新規に建設される施設の場合は，建物の北側に雪山エリアを確保するとと
もに，主たる除雪区域となる駐車場と近接させるか，十分な動線を確保して
おくようにレイアウトすることが望ましい。また，傾斜地や段差がある地形
の場合，図 7 に示すように低地側を排雪エリアとすることで，雪山造成コス
トの低減および日射面積の減少による保存性の向上が期待できる。

図 7 排雪場に隣接した建物の雪冷房システム
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࠙ࡣࡌࡵࠚ
᪥ᮏ࡛ࡶ᭷ᩘࡢ㞷ᆅᖏ࡛࠶ࡿᒣᙧ┴࠾࠸࡚ࠊᏘࡢ㝖㞷సᴗ➼ࡢᒃ
ఫ⪅ࡢ㌟యⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࡣࡁࡃࠊࡲࡓࠊከࡃࡢ⮬య࡛ࡣ㝖㞷ࢥࢫࢺࡀ
㈈ᨻୖࡢࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㞷ࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊịᐊࡸ
ኟᮇࡢ෭ᡣ⏝෭༷ᮦ࡞ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊ୍ᐃࡢᡂᯝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ
ịࡀỈ┦ኚࡍࡿ㝿ࡢ⼥ゎ⇕ࡣ 80 kcal/kg ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ 1 kg (1 L)ࡢỈࢆ
0 °C ࡽ 80 °C  ࡵࡿ⇕㔞┦ᙜࡍࡿࠋࡇࡢ₯⇕ࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿ᪉ἲࠊ
≉࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡍࡿ᪉ἲࡢ㛤Ⓨࡣࠊ㞷ࢆࢿ࢞ࢸࣈᤊ࠼ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊ
ࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞㞷ࡢά⏝ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㞷ࡋ࡚࣏ࢪࢸࣈ⏝ࡍࡿࡇ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊࡇࡢ㞷ࡢほⅬࡽ᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏕ࡳฟࡋ
ά⏝ࡍࡿ㞷࢚ࢿ♫ࡢᵓ⠏ࢆᚿྥࡋࡓᆅᇦ㐃ᦠᩍ⫱◊✲ࣔࢹࣝࢆᥦࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞷ࡀ᭷ࡍࡿ₯⇕ࢆά⏝ࡍࡿࡣࠊᑐᛂࡍࡿ㧗
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊᐊ⎔ቃ࡞ࢆ⇕※ࡍࡿࢃࡅࡣ࠸࡞࠸ࠋᖹᡂ 25 ᖺᗘᯘ
ᴗᡤᚓ⤫ィሗ࿌᭩ 1ࡼࢀࡤࠊᒣᙧ┴ࡣᮌᮦ⏕⏘㢠࡛ࡣ㒔㐨ᗓ┴ู࡛ 22 
୰⨨ࡍࡿࡶࡢࡢࠊᮍά⏝ࡢᮌ㉁ᮦᩱࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᒣ
ᙧ┴Ꮡᅾࡍࡿᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ⇕※ࡋ࡚᭷ຠ⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ㞷
ࡢ ᗘᕪࢆ⏝ࡋࡓ ᗘᕪⓎ㟁ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ㞷ࡢ୍ࡘ࡞
ࡾ࠺ࡿ⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏᖺᗘࡣࠊᏛ㒊Ꮫ⏕ࡶᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆ⏝
ࡋ࡚࠸ࡿタࠊ≉㞷ᆅᇦ࡛࠶ࡿ┴㒊ࡢタࢆ」ᩘ⟠ᡤぢᏛࠊどᐹࡋࠊ
ᒣᙧ┴࠾ࡅࡿ⌧≧ࢆᐇ㝿ឤ࡛ឤࡌ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡽጞࡵࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ ᗘᕪࢆ⏝ࡋࡓⓎ㟁ࡋ࡚ࡣࠊࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࠊ࣮࢜࢞ࢽࢵࢡ
ࣛࣥ࢟ࣥࢧࢡࣝ(ORC)ࠊ⇕㟁⣲Ꮚ㸦ࢮ࣮࣋ࢵࢡ⣲Ꮚ㸧Ⓨ㟁࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡣࠊᶵᲔⓗྍື㒊ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ➼ࡶᴦ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ
⇕㟁⣲Ꮚࢆ⏝࠸ࡓᴟᑠつᶍⓎ㟁⨨ࢆ⮬సࡋࠊ ᗘᕪࢆ⏝ࡋࡓⓎ㟁 LED
Ⅼⅉࡲ࡛ྍ⬟࡛࠶ࡿࢆᐇ㦂ࡋࡓࠋ

⏕⏘㢠ࡣ 297 ༓ࠋ1 ࡣᾏ㐨࡛ࠊᮾᆅ᪉࠾࠸࡚ࡣᒾᡭࠊ⛅⏣ࠊ㟷᳃ࠊ⚟ᓥࠊ
ᐑᇛࡘࡂ᭱ୗ࡛࠶ࡿࠋ
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001133789

1
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࠙タどᐹࠚ 2015 ᖺ 3 ᭶ 16㹼17 ᪥ࠊ⌮Ꮫ㒊≀㉁⏕Ꮫ⛉ࡢ 3 ᖺ⏕ 5
ྡࡶࠊᒣᙧ┴㒊ࡢᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ⏝タࡢぢᏛࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊ
┿ᐊᕝ⏫ࡢᗉྖ〇ᮦᡤࢆゼၥࡋࠊᪧཬ୰Ꮫᰯෆタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣂ࣮ࢡ࣎
࣮ࣛ⇕ࢆࣥࣛࣉࣃぢᏛࡋࡓࠋぢᏛࡢ㝿ࡣᗉྖ♫㛗ࡼࡾࠊ⨨ࡢ
ᴫ␎ࡸᐇ㝿ࡢ⏝≧ἣ࡞ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊྛᡤࡢ ᗘ࡞ࡶ ᐃ
ࡋ࡞ࡀࡽయീࡢᢕᥱົࡵࡓࠋࡲࡓࠊ〇ᮦᕤሙࡘ࠸࡚ࡶぢᏛࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࠊᗫᲠࡉࢀࡿᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡽ⤒῭ⓗ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆྲྀࡿࡓࡵࡢ୍
ࡘࡢゎࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋࢳࢵࣉ࣮࣎ࣛࡣᪧཬ୰Ꮫᰯࡢయ⫱㤋ෆ
タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ〇ᮦࡢ㝿ᗫᲠࡉࢀࡿᮌࡢ⓶㒊ศ࡛࠶ࡿࣂ࣮ࢡࢆ⇱ࡏࡎ
⇞ᩱࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤒῭ⓗྜ⌮ⓗ࡞⇞ᩱ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿ
ࡀࠊୖࡢ┿ࡢࡼ࠺ࣃࣉࣛࣥࢆ⤒⏤ࡋ࡚ 80 °C ⛬ᗘࡢ࠾ࡀᪧ୰Ꮫᰯ
ࡢᩍᐊࡢ 1 㝵㒊ศ㏻ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ᪥ࡣ┿ᐊᕝ⏫ෆ࠶ࡿᱵ㔛ⱌᐟἩࡋࠊཧຍࡋࡓᏛ⏕⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮
࡞ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ⩣ᮅࡣᱵ㔛ⱌేタࡉࢀ࡚࠸ࡿᮌ㉁ࢳࢵࣉ࣎
࣮ࣛࢆぢᏛࡋࡓࠋᮌ㉁ࢳࢵࣉࡣእ㒊ࡽ㉎ධࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣮࡛࣎ࣛ⏕ࡌࡓ
⇕ࢆ㤋ෆࡢᬮᡣࡸ※Ἠࡢຍ ࡞ᱵ㔛ⱌࡢ⇕※ࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇ
࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࢳࢵࣉ࣮࣎ࣛᮏయ

⇕ࣥࣛࣉࣃ

ࣂ࣮ࢡࡢ౪⤥

〇ᮦᕤሙࣂ࣮ࢡሁ✚ሙ
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ࡑࡢᚋᮧᒣᕷ⛣ືࡋ࡚ࡸࡲࡀࡓࢢ࣮ࣜࣥࣃ࣮࣡ᰴᘧ♫ࡢᮌ㉁ࣂ࢜
࣐ࢫⓎ㟁タ⛣ືࡋࠊ㤋ෆࡸⓎ㟁タഛࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋࠊⓎ
㟁ᡤෆࢆぢᏛࡋࡓࠋᙜⓎ㟁ᡤࡣࡢⓎ㟁ᡤࡣ␗࡞ࡾࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆ࢞
ࢫࡋ࡚ࡇࢀࢆⓎ㟁ᶵࡢ࢚ࣥࢪࣥ⇞ᩱࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿᅜෆ࡛ࡶ⌋ࡋ࠸タ
ഛ࡛࠶ࡾࠊྠࡌࣂ࣐࢜ࢫࢆ⏝ࡋࡓⓎ㟁ࡢẚ㍑ࡣពࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊከ㔞ฟࡉࢀࡿᮌస㓑࡞ࡘ࠸࡚ࡑࡢ᭷ຠ⏝ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ
ࡇࡶࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆ⏝ࡋࡓタ≉᭷ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ⯆῝ࡗࡓࠋ
ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡽࡣᚋ᪥ࠊ࣏࣮ࣞࢺࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ⌮ゎᗘࡘ࠸࡚ࢳ࢙ࢵ
ࢡࢆࡋࡓࠋពእࡇࢀࡲ࡛⎔ቃࡸ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐࡍࡿ⌮ゎᗘࡀᑡ࡞
࠸ࡇࡀࢃࡾࠊࡇࢀࡣᚋࡢᩍ⫱࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ

ࡸࡲࡀࡓࢢ࣮ࣜࣥࣃ࣮࣡ࡢⓎ㟁⏝ࢳࢵࣉ

ᱵ㔛ⱌࢳࢵࣉ࣮࣎ࣛᮏయ

Ⓨ㟁ᶵᮏయ

ࢳࢵࣉ
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࠙ᴟᑠつᶍⓎ㟁⨨ࡢヨసࠚ
 ᮏᖺᗘࡣࡉࡽࠊᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣌ࣝࢳ࢙⣲Ꮚࢆࢮ࣮࣋ࢵࢡ⣲Ꮚࡋ࡚
⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊⓎ㟁 LED ࡢⅬⅉࢆヨࡳࡓࠋࢩࣜࢥ࣮ࣥࢢ࣮ࣜࢫࢆሬᕸࡋࡓ
ࡘࡢࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࢆ⏝࠸࡚ࠊࢮ࣮࣋ࢵࢡ⣲Ꮚࢆᣳࡳ㎸ࡳࠊ୍᪉ࡣịࢆ୍
᪉ࡣᐇ㝿⏝ྍ⬟࡞ 80 °C ⛬ᗘࡢ࡚࠸⏝ࢆⓎ㟁ࢆ⾜࡞࠸ࠊᅇ㊰ࢆ⤌ࢇ
ࡔ LED ࢆⅬⅉࡉࡏࡓࠋ㉥Ⰽ LED ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㟷ⰍࠊⓑⰍࡢ LED ࡘ࠸࡚ࡶ
୪ิ 3 ࡘ⛬ᗘ࡛࠶ࢀࡤ༑ศⅬⅉྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㟁ᅽ
ࡣ࠾ ࡢᗘࡀపୗࡏࡎࠊịࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡛Ᏻᐃࡋ࡚ 2.3 V ⛬ᗘࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊLED ග※ࡢ㟁※ࡋ࡚ࡣ༑ศ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡶ☜ㄆࡋ
ࡓࠋ
ᪧཬ୰Ꮫᰯෆ࡛ࡣᒣᙧᏛ㎰Ꮫ㒊㔝ᇼ⿱ᩍᤵࡽࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀࣂ࣮
ࢡ࣮࣎ࣛࡽⓎ⏕ࡍࡿ⇕ࡁ✵ࠊ࡚ࡋ※⇕ࢆᩍᐊ࠾࠸࡚᳜≀ᕤሙࡀᐇ
⾜ྍ⬟ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔝ᇼᩍᤵࡢ⌧ᆅ࠾ࡅࡿ㏻ᖺࡢ㍤ᗘ ᐃ࡞ࡢ⤖
ᯝࠊ᳜≀ᕤሙࡋ࡚⏝ࡍࡿࡓࡵࡣᏘ࠾ࡅࡿග※ࡀᅽಽⓗ㊊ࡾࡎࠊ
࡞ࢇࡽࡢග※ࢆタ⨨ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋඛ♧ࡋࡓࣄ࣮ࢺࣃ
ࣉࢆ⏝࠸ࡓ࠾ࠊࡋ※⇕ࢆᪧཬ୰Ꮫᰯࡀ⨨ࡍࡿ┿ᐊᕝ⏫࡛Ꮨ࠾
࠸࡚ከ㔞Ꮡᅾࡍࡿ㞷ࢆ෭༷⏝࠸ࠊᅇヨసࡋࡓ ᗘᕪⓎ㟁ࡼࡿ LED ࢆ
ග※⤌ࡳ㎸ࡴࡇࡼࡗ࡚ࠊᏘࡢග※㊊ࢆゎỴ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࠙࠾ࢃࡾࠚ
 3 ࡘࡢタࡢぢᏛࡢ⤖ᯝࠊᒣᙧ┴࠾࠸࡚ࣂ࣮ࢡ࡞ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆ⇞ᩱ
ࡋ࡚⏝࠸ࡓ࣮࣎ࣛࡢ⇕ࢆ⏝ࡋࡓᑠつᶍⓎ㟁ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀᙉࡃ
♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉᳜≀ᕤሙ࡞Ⓨ㟁タᾘ㈝タࢆేタࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ࢝
࣮࣎ࣥࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ࡞᪂ࡓ࡞⏘ᴗฟࡢྍ⬟ᛶࡀぢࡽࢀࡓࡇࡣᖺᗘࡢ◊
✲࠾ࡅࡿࡁ࡞ᡂᯝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
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⏝ࡋࡓ࣌ࣝࢳ࢙⣲Ꮚ

సᡂࡋࡓ⨨

㉥Ⰽ LED ࡀⅬⅉ

⨨࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ㟁ᅽ

࠙ㅰ㎡ࠚ
ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ 26 ᖺᗘࠕCOC ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲
⤒㈝ࡢ⿵ຓࢆཷࡅࠊ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊタࡢぢ
Ꮫཷࡅධࢀࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᰴᘧ♫ᗉྖ〇ᮦᡤࡢᗉྖᩄ♫㛗ࠊࡲࡴࢁᕝ
Ἠᱵ㔛ⱌࠊࡸࡲࡀࡓࢢ࣮ࣜࣥࣃ࣮࣡ᰴᘧ♫ࡢ㛵ಀ⪅ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆ
ࡿࠋ
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米沢地域をモデルとした克雪地域における
太陽光発電設備設置の指針確立
山形大学大学院理工学研究科
増 原 陽 人
1. 概要
化石燃料や原子力発電に頼らない次世代の発電手法が求められる現在、太
陽光発電が次世代発電手法のひとつとして注目されている。その結果、我が
国のみならず、世界的規模で太陽光発電利用拡大のための取り組みがなされ
ている。特に我が国では、東日本大震災後の電力供給不足への懸念などと相
まって、再生可能エネルギー、特に導入までに要する期間が比較的短い太陽
光発電システムの大量導入実現が期待されている。太陽光発電は“エネルギ
ー資源問題”と“環境保全”双方の社会的課題を解決する手段として注目さ
れ、また有効な一次エネルギー源として年々その重要性を増しており、2100
年までには世界の一次エネルギー供給の過半を太陽エネルギーの利用で占め
るとの予測もある。これに対応する重要技術の１つでもある。太陽光発電の
大量導入実現に向け、これまで発電コスト低減を主軸に材料開発研究等が推
進されてきたが、大量導入を実現する上では、導入先となる設置場所及び用
途を拡大していくことも重要である。このような背景から目標とする“デバ
イス性能”のみならず“経済性の改善”についても同時に求められている。
太陽電池モジュールやシステム機器等の高性能・低コスト製造技術、安価な
システムの設計や設置工事の簡素化等の研究開発が盛んに行われているもの
の、従来の概念では画期的な進展にも限界があり、市場ニーズを満たす製品
開発にはなお一層のブレークスルーが必要とされている。設置に関して言え
ば、平坦な地面や住宅の屋根等、従来から導入されている設置環境において
は、導入量が増え続けている一方で、技術的に導入が困難であり、導入コス
トが従来型環境に比べて高い等の理由により導入が進まない分野・環境が存
在している。
本テーマでは、米沢市をモデル地域と設定し、米沢市、地域企業（高山工
務店等）と連携し、休耕田となっている農業振興地での発電と農業生産を可
能とするコプロダクションシステムを設計し克雪地域における太陽光発電設
置の指針確立を目指した。
2. 米沢地域における調査結果
大手企業・自治体がメガソーラの建設・実証を行いつつあるが、その殆ど
が風圧・積雪といった気象条件を鑑みた過度に頑丈な架台の使用や、発電効
率を向上させるための電池パネルの電動での角度制御装置の使用など、高価
なモジュールでの太陽光発電設備である。今後の売電価格低下を考慮すると、
イニシャルコスト・ランニングコストの考慮なしには太陽光発電はビジネス
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ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋ
 ⡿ἑᕷ࠶ࡿ㧗ᒣᕤົᗑ࡛ࡣࠊ2009 ᖺࡼࡾ୍⯡ఫᏯࡢኴ㝧ගⓎ㟁タഛࢆ
ྲྀࡾࡅጞࡵࠊྠ♫ࡀᡭࡅࡿࢇࡢఫᏯኴ㝧ගⓎ㟁タഛࢆタ⨨ࡋ࡚
ࡁࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊኴ㝧ගⓎ㟁㛵ᚰࢆᣢࡘ㢳ᐈࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊ
ᖹᡂ 23 ᖺ 3 ᭶ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢཎⓎᨾࡸኴ㝧ග࡛Ⓨ㟁ࡉࢀࡓ㟁ຊࡢ㟁ຊ
♫㈙ྲྀ⩏ົ࠸࠺⎔ቃࡶᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ2012 ᖺ 4 ᭶ࡽࡣࠊ♫᭷
ᆅ 1500 ᆤ㸯ᯛ࠶ࡓࡾ㛗ࡉ 1.5 ࣓࣮ࢺࣝࠊᖜ 1 ࣓࣮ࢺࣝࡢኴ㝧ගⓎ㟁ࣃࢿࣝ
ࢆ 1188 タ⨨ࡋࠊⓎ㟁㔞ࡣ᭱㧗࡛ 300kW/h㸦୍⯡ⓗ࡞㸲ேᐙ᪘ࠊ35 ᆤࡢᐙ࡛
ࡢ㟁ຊ⏝㔞ࡣ 3ࠥ4 kW ࡽィ⟬ࡍࢀࡤࠊ᭱ 75 ㌺ศ┦ᙜ㸧ࢆ㐩ᡂࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ୰ᑠᴗࡀ⊂⮬タィ࡛ኴ㝧ගⓎ㟁タࢆᘓタࡍࡿࡇࡣᕼ࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࡑࡢᘓタࢥࢫࢺࡣࠊ⌧Ⅼ࡛ 100 kW/hࠊ 3000 ࢆ㐩ᡂࡋࠊࡇࢀࡣ୍
⯡ⓗ࡞ᡭᴗࡢᘓタࢥࢫࢺࡼࡾࡶ 30㸣⛬ᗘࡶప࠸ࠋᘓタࢥࢫࢺࡢᅽ⦰ࡣࠊ
ኴ㝧ගⓎ㟁ࣅࢪࢿࢫ࠾ࡅࡿࢽࢩࣕࣝࢥࢫࢺᅽ⦰┤⤖ࡍࡿࡓࡵࠊ➇த
ࡢ⃭ࡋ࠸ᙜヱศ㔝࠾࠸࡚ᑟᶒࢆᥱࡿࡇࢆពࡍࡿࠋ
 ᚋኴ㝧㟁ụ㛵㐃ࡢᴗࡣࠊᮦᩱྜᡂࠊࣃࢿࣝస〇ࠊタᘓタࠊ࣓ࣥࢸ
ࢼࣥࢫࡑࢀࡒࢀࡀ⊂⮬⾜ࡗ࡚┈ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡣ㞴ࡋࡃࠊ᪂ᮦᩱࡢ㛤Ⓨ
ࡽࣃࢿࣝᐇࠊタഛᘓタࡲ࡛ࢆࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡾฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ኴ㝧ගⓎ㟁タࢆࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࡾฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࣃࢿࣝ౯
᱁ࡢపୗࡸ㟁౯᱁ࡢపୗࡶศᑐᢠ࡛ࡁࠊࡇࢀࡲ࡛ᩋࡢ୍㏵ࢆ㎺ࡗ࡚
ࡁࡓ᪥ᮏࡢኴ㝧㟁ụᨻ⟇࠾࠸୍࡚➽ࡢග᫂࡞ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢኴ
㝧㟁ụⓎ㟁ᴗࡣࠊⓎ㟁ࡢࡳὀどࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࣃࢿࣝタ⨨ᚋࡢᅵᆅ
⏝ࡣṤ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏᅜࡢᅜᅵࡣ⊃ࡃࠊᒣᯘࡢྜࡶከ࠸
ࡇࡽࠊ㐟ఇᆅኴ㝧㟁ụࣃࢿࣝࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿᅵᆅࡢ⊃ᑠ
ࢆពࡍࡿࠋᐇ㝿ࠊ㎰ᴗタࢆ⏝ࡋࡓศᩓᆺኴ㝧ගⓎ㟁ᴗࡸඞ㞷ᆺኴ
㝧ගࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇドヨ㦂࡞ከࡃࡢᆅ᪉⮬య࣭ᴗࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧
ࡕୖࡆࠊᐇࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ㎰ᴗタࢆ
⏝ࡍࡿሙྜࠊኴ㝧㟁
ụࣃࢿࣝࡢᯫྎタ
⨨ࡼࡿ⪔స㠃✚
ࡢῶᑡࡸ㎰స≀
ࡢ᪥↷⠊ᅖ⊃ᑠ
ࡢၥ㢟ࡽࠊࣃࢿࣝ
ࢆタ⨨ࡍࡿࡢࡣࠊ㎰
స≀㞟ฟⲴタ➼
ࡢᘓ࡚ᒇୖ࡛࠶ࡿ
ࡇࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ
ඞ㞷ᆺኴ㝧ගࢩࢫ
ᅗ 1. 㟁ụࣃࢿࣝᯫྎࡢタィᴫせᅗ
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ࢸ࣒ࡢᐇド࡛ࡣࠊ✚㞷⪏࠼࠺ࡿࣃࢿࣝᯫྎࡢ⪏ஂᛶࢆ⪃៖ࡋࠊ㐣࡞ᙉᗘ
ࢆࡿᯫྎࡢᑟධࡸࠊኟᮇ࣭ᮇࡢ᪥↷ゅᗘࢆ⪃៖ࡋࡓኴ㝧ග⮬ື㏣ᑿࡸࣃ
ࢿࣝゅᗘㄪᩚ⨨ࢆ⏝࠸ࡿ➼ࠊࢀࡶ㟁ධࢆ⪃៖ࡍࡿᐇ⏝࣭ᬑཬಁ㐍
࠸ࡗࡓⅬ࡛ᢞ㈨ࢥࢫࢺࡀྜࢃ࡞࠸ゝ࠼ࡿࠋ
 㧗ᒣᕤົᗑ࡛ࡣࠊᐇ㝿㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ᪤ 100 kW/h ᘓタࢥࢫࢺ 3000 
ࡢኴ㝧ගⓎ㟁タഛࡢᘓタ࣭✌ാࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢᡭᴗࡼࡿ࢟ࣟ
࣡ࢵࢺࢯ࣮࣮࡛ࣛࡣࠊ100 kW/h ᘓタࢥࢫࢺ 4000 ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊタഛᢞ㈨
㈝ࢆ⣙ 1000 ࡶῶᑡࡉࡏࡿࡇᡂຌࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣᚋୡ⏺୰࡛ᚲせ
ࡉࢀࡿศᩓᆺ㟁※ࡢ୍ࡘ࡞ࡿኴ㝧ගⓎ㟁ᡤࡋ࡚ࡣࠊ㠀ᖖࡁ࠸タഛ
ᢞ㈨ࡢ㍍ῶ࡞ࡿࠋࡲࡓ⏦ㄳ⪅ࡽࡢᒃఫᆅᇦࡀከ㞷࣭⪔సᆅᇦ࠸࠺⫼ᬒ
ࡽࠊ✚㞷ᑐᛂࡋࡓ㧗ࡉ 5 m ࡢ⡆౽࡞ᯫྎタィࢆ⾜࠸㸦ᅗ 1㸧ࡑࡢ⤖ᯝࠊ㏻
ᖖࡢኴ㝧㟁ụタഛ࡛ࡣ㐩ᡂࡋᚓ࡞ࡗࡓࣃࢿࣝୗ㒊ࡢ᪥↷㠃✚࣭㛫ࢆྠ
㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖグࡢࡼ࠺࡞ኴ㝧ගⓎ㟁タഛᘓタ㈝ࡢᖜ࡞࢝ࢵࢺ࣭タ⨨ሙᡤᑐࡍࡿ⮬
⏤ᗘࡢྥୖࡣኴ㝧ගⓎ㟁ᬑཬࡢⅭࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊᅜෆࡢࡳ࡞ࡽࡎ
ᾏእࡶ࠼ࡿࣥࣃࢡࢺࡣࡁ࠸ࠋ
3. ᆅᇦ⡿ἑᆅᇦ࠾ࡅࡿẚ㍑ㄪᰝ⤖ᯝ
 ᐇᆅ◊ಟ࡛ࡣࠊ㞷ᅜ࠾ࡅࡿኴ㝧㟁ụᛶ⬟ࡢ data ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞷ᅜ࡛ࡢ
ኴ㝧ගⓎ㟁࠾ࡅࡿ㔜せ࡞࣏ࣥࢺࡣࠊ✚㞷㔞࣭᪥ᑕ㔞࣭ࣃࢿࣝゅᗘ࣭ࣃࢿ
ࣝࡢ✚㞷⪏ᛶ࣭⼥㞷ᶵ⬟ࡢ㸳Ⅼ࡛࠶ࡿࠋྠࡌ㞷ᅜ࡛࠶ࡿ㔠ἑᕷࡸ᪂₲ᕷẚ
㍑ࡋࠊ⡿ἑᕷ࡛ࡣࠊᏘ(12 ᭶ࠥ2 ᭶)ࡢ✚㞷㔞ࡀ 3 ಸࡶࡋࡃࡣ 3 ಸ௨ୖ࡛࠶
ࡿࡢࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ༡᪉ 0rࡢᩳ㠃᪥ᑕ㔞(kwh/ m2࣭day)ࡣࠊ᭱ࡶ㧗ࡃ
࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚⡿ἑᕷࡣᅇẚ㍑ࡋࡓ㒔ᕷࡢ୰࡛✚㞷㔞ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡢࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊⓎ㟁ᚲせ࡞᪥ᑕ㔞ࡀ᭱ࡶከ࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ᪥ᑕ㔞㛵ࡋ࡚ࡢࡳ
ゝ࠼ࡤࠊᅗ 2 ♧ࡋࡓᵝᮾி⡿ἑࡣᖺᖹᆒኳ᪥ᑕ㔞ࡢᖹᆒ್ࡀྠࡌ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
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ᅗ 2. ᪥ᮏᅜෆ࠾ࡅࡿᖺᖹᆒኳ᪥ᑕ㔞ࡢᖹᆒ್


 ୍᪉࡛ࠊ⡿ἑᕷࡣඛࡲ࡛ṧ㞷ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊඛࡶࣃࢿࣝୖࡢ㞷ࢆ㝖
ࡃࡇࡣḞࡏ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࡢ㞷ᅜࡼࡾࡶ✚㞷㔞ࡀከ࠸ࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚ࣃ
ࢿࣝゅᗘࢆୖࡆࠊ᭦✚㞷⪏ᛶ࣭⼥㞷ᶵ⬟ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ≉⡿ἑࡢᮇࡢ
Ẽ ࡸ✚㞷㔞ࡣ⛣ືࡢࡑࢀࢆࡄ⛬㐣㓞࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿ㸦ᅗ 3㸧ࠋ
ࡑࡇ࡛༡᪉ 0rࡢྛỈᖹ㠃ゅᗘࢆኚ࠼࡚ᩳ㠃᪥ᑕ㔞ࡢ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ
ࡢ㒔ᕷ data ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࠊࡢỈᖹ㠃ゅᗘ࠾࠸࡚ࡶ⡿ἑᕷࡢᩳ

ᅗ 3. ᾏ㐨࠾ࡅࡿ✚㞷Ẽ ࡢ᭶ูᖹᖺ್
㸦Ẽ㇟ᗇ 1971-2000 ᖺ㸧

㵪㩷㪍㪇㩷㵪

面日射量は他の 2 都市を上回った。中でも水平面角度が 50°〜70°の時に最
も高い斜面日射量を示し、これは雪国でない都市で用いられている一般的な
パネル角度のおよそ 4 倍にあたる。結果としてパネル上の雪を落とす為にパ
ネル角度を上げる必要があったことから、パネル角度を上げた時に高い斜面
日射量を得られることは、非常に有効な結果である。今後実用化に向けて、
水平面角度が 50°〜70°である時のパネル上の積雪量及びパネルへの負担
を考慮し、発電効率の最も良い条件を見出す。

4. 謝辞
最後に、太陽電池パネル設置に関し、情報をご提供頂きました有限会社高
山工務店 代表取締役 高山栄氏に深く感謝致します。
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再生可能な地熱エネルギーを用いた発電技術開発
山形大学大学院理工学研究科
松 田 圭 悟
概要
地熱は，地球内部から得られる膨大な熱エネルギーであるため，エネルギ
ー利用にともなう温室効果ガス（GHG）の排出が少なく，太陽光や風力のよ
うな自然エネルギーと比較して天候にされないため，クリーンなエネルギー
源として発電から熱のカスケード利用まで幅広く活用されている。地熱発電
は，200℃程度の熱源をベースにした蒸気発電と 100℃程度の熱源をベースに
したバイナリー発電の方式に大別されており，最近では低温熱源を用いたバ
イナリー発電方式に注目が集まっている。ここでは地熱をベースにした発電
システムの道筋とバイナリー発電技術の応用展開について報告する。
緒言
地殻を構成する岩石中に含まれる放射性元素が崩壊する際に発生する熱が
地熱である。特に U238,Th232 が発生する熱エネルギーが大きく，地球内部
は 6,000℃程度なっており，そこから地表面まで約 6,000km の伝熱が生じて
いる。このようにして生じた熱エネルギーは地球上の場所や位置によって水
を媒体として発電や熱として利用されている（言い換えるならば，原子力エ
ネルギーの有効利用）。地熱発電（主に蒸気発電）は，地熱によって生じた水
蒸気を用いて蒸気タービンを回し電力を発生させるため，運転に際して GHG
の発生が火力発電に比して少なく，資源の枯渇などの問題が少ない。また，
太陽光，風力，水力などを用いた再生可能エネルギー発電と異なり，天候，
季節，昼夜によらず安定した発電を行うことが可能である。また，その稼働
率は 70%と高く，GHG 排出量は石炭火力発電の 1/30 と言われている 1)。
1904 年にイタリアのラルデレロで地熱発電が始まった後に，現在，世界 30
カ国弱でこの発電技術が利用されており，世界の総発電量は 1000 万 kW 超と
なっている。日本では，1925 年に大分県別府市の別府温泉で試験運転が実施
され，1966 年に岩手県八幡平市（旧松尾村）の松川地熱発電所が建設され，
現在，約 20 カ所が稼働しており，その総発電量は 50 万 kW 超となっている。
また，日本の地熱資源はアメリカ，インドネシアに次いで世界第 3 位の約 2000
万 kW 超となっており，これは原子力発電所 20 基以上に相当する。しかしな
がら，導入までのタイムスケール，コスト，規制などいくつかの要因によっ
て国内の地熱発電は約 15 年新設稼働が無い状態となっている。地熱発電は技
術的な課題，法整備もしくは規制緩和，周辺環境，地震誘発の懸念，温泉枯
渇の懸念などハード・ソフト的にいずれの側面からも若干の問題があり，今
後すぐに新設稼働がし難い状況が続いている。その一方で，新たに温泉井戸
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ࢆ᥀๐ࡍࡿࡇ࡞ࡃᄇฟࡋࡓ Ἠࡢ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛Ⓨ㟁ྍ⬟
࡞ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ᢏ⾡ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡣ⣙ 25,000 ⛬ᗘࡢ Ἠ
※ࡀᏑᅾࡍࡿゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈿Ꮡ㔞ࡣ 500MW ㉸᥎⟬ࡉ
ࢀࡿࠋࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡣ 100Υ⛬ᗘࡢ㧗 ⇕※ᩘ༑Υࡢప ⇕※ࡼࡾ⇕
ᶵ㛵ࢆసືࡉࡏࡿࡇ࡛Ⓨ㟁ࡀྍ⬟࡞ࡿࡓࡵ㸪ẚ㍑ⓗప ࡢᆅ⇕ࡢࡳ࡞ࡽࡎ
⏘ᴗศ㔝ࡽࡢᗫ⇕ࢆࡶ᭷ຠ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 2)ࠋ
 ᆅ⇕Ⓨ㟁ᢏ⾡࡞ࡽࡧ࿘㎶ᢏ⾡ࡣ㸪ᆅ⌫ ᬮၥ㢟ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀
ၥ㢟➼ࡢゎỴࡢ୍ຓ࡞ࡿࢡ࣮ࣜࣥ࡞ᅜ⏘࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏕⏘ࡍࡿ୍ࡘࡢࢶ࣮
࡛ࣝ࠶ࡿゝ࠺ࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ
Ἠ⇕ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁
ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁㸦ࣂࢼ࣮ࣜࢧࢡࣝⓎ㟁ࡶ࠺ゝ࠺㸧ࡣ㸪ᆅ⇕㈨※㸦Ẽ
ࡸ⇕Ỉ㸧ࡢ ᗘࡀ 150Υ௨ୗ࡛Ẽࢆ⏕ࡌ࡞࠸㸦ࡶࡋࡃࡣ⮬ᄇᅔ㞴㸧ሙྜࡸ㸪
ᙉ㓟ᛶࡢሙྜ࡞㸪ᆅ⇕㈨※ࢆ┤᥋ࣉࣟࢭࢫഃᑟධࡋࢱ࣮ࣅࣥࢆᅇࡍࡇ
ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ㸪2 ḟ፹య⇕ࡢࡳࢆఏ㐩ࡋ㸪2 ḟ፹యࢆࣉࣟࢭࢫὶయࡋ࡚
⏝࠸ࡿࡇࡼࡾⓎ㟁ࢆ⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁⏝ࡉࢀࡿ 2
ḟ፹యࡣỈࡼࡾࡶపἛⅬ࡞ࡶࡢ㸦࣌ࣥࢱࣥࡸࢯࣈࢱࣥࡢࡼ࠺࡞ⅣỈ⣲⣧
ᡂศ⣔ࡸ௦᭰ࣇࣟࣥ㸦HFC245fa㸧
㸦ࣛࣥ࢟ࣥࢧࢡࣝ㸧ࡸࣥࣔࢽ-Ỉ⣔㸦࢝
࣮ࣜࢼࢧࢡࣝ㸧㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ప ⇕※ࡽࡢⓎ㟁ࡀྍ⬟࡞ࡿࡀ㸪
ẼⓎ㟁㸦ᩘ MW/ᇶࠥᩘ༑ MW/ᇶ㸧ẚࡋ࡚ࡑࡢⓎ㟁㔞ࡣᩘ kW/ᇶࡽᩘ
MW/ᇶᑠࡉ࠸ࠋࡘࡲࡾ㸪ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ᢏ⾡ࡣ㸪ᆅ⇕㈨※ࡽࡢࡳⓎ㟁ฟ
᮶ࡿᢏ⾡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ప ᗫ⇕➼ࡶ᭷ຠ⏝ྍ⬟࡞୍ࡘࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡࡛
࠶ࡿࠋᆅ⇕ࢆ⇕※ࡋ࡚㸪ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࢆ⾜࠺ࡣ࠸ࡃࡘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿ
ࡀࡇࡇ࡛ࡣ Ἠ⇕ࢆ⏝࠸ࡓ Ἠࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋᅗ
ᅗ 1 ࡑ
ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫ␎ࢆ♧ࡍࠋ Ἠࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡣ㸪⇕ჾ㸪Ẽࢱ࣮ࣅࣥ㸪
࣏ࣥࣉࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ Ἠ⇕ࢆ⇕ჾ࡛ཷྲྀࡾ㸪2 ḟ፹యࡀⓎࡋ㸪
ࢱ࣮ࣅࣥࢆᅇࡋ㟁Ẽࢆᚓࡿࡇ
ࡀฟ᮶ࡿࠋ Ἠࡢ※Ἠ ᗘ
⠊ᅖࡣᗈ࠸ࡓࡵ୍ᴫࡣゝ࠼
࡞࠸ࡀ㸪80-100Υ⛬ᗘࡢ※Ἠ
ᗘࡀ࠼ࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤ㸪᪂ࡓ
᥀๐ࡍࡿࡇ࡞ࡃⓎ㟁ࢆ⾜
࠼ࡿࡇࡀ᭱ࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᾎ⏝⏝ࡢࡓ
ࡵ㸪ୗ㝈 ᗘࡣ 60Υ⛬ᗘ
࡞ࡾ ᗘᕪࢆᚓࡃࡃ㸪ࡑࡢ
ࡓࡵ୍⯡ⓗ࡞ࣛࣥ࢟ࣥࢧࢡ
ࣝẚࡋ࡚Ⓨ㟁ኚຠ⋡ࡀ
Fig.1
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ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁᪉ᘧ

ୖࡀࡾ㞴࠸࠸࠺ၥ㢟ࡶ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸦2-5%⛬ᗘࡢ࢝ࣝࣀ࣮ຠ⋡ࡋᚓࡽࢀ
࡞࠸㸧ࠋࡲࡓ㸪ẼⓎ㟁ྠᵝ Ἠ⏤᮶ࡢࢫࢣ࣮ࣝၥ㢟㸪2 ḟ፹య₃ὤᑐ⟇
ࡋ࡚ࡢࢩ࣮ࣝࡸタഛၥ㢟➼ࡶྠᵝ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ 3)ࠋ
ᆅ⇕Ⓨ㟁ᬑཬࡢࡓࡵࡢၥ㢟Ⅼ
 ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺㸪࢚ࢿࣝࢠ࣮Ᏻಖ㞀➼ࡢほⅬࡽ㸪ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᆅ⇕Ⓨ
㟁ᢏ⾡㛤Ⓨࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪥ᮏࡣᆅ⇕㈨※ᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ࡑࢀࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿࡇࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸ゝ࠼ࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋEhara
ࡼࡿ㸪Ⓨ㟁ࢥࢫࢺၥ㢟㸦ࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚࡋ࡚ᅜᑟ࡛ࡢᑟ
ධಁ㐍ࡀᑡ࡞ࡃ㸪ᢏ⾡㛤Ⓨࡀప㏞㸧㸪ᅜ❧බᅬၥ㢟㸦ᅜ❧බᅬෆ࡛ᆅ⇕Ⓨ㟁㛤
Ⓨࡀฟ᮶࡞࠸ࠋᅜ❧බᅬࢆ⟶㎄ࡍࡿ⎔ቃ┬⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ⦪ࡾ⾜ᨻ㸧㸪 Ἠ
ၥ㢟㸦ᆅ⇕Ⓨ㟁ࡀ⾜ࢃࢀࡿ※Ἠᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ➼ࡢ♫ᤵᛶ㸧࠸࠺
᪥ᮏࡀᢪ࠼ࡿ 3 ࡘࡢၥ㢟ࡀᆅ⇕Ⓨ㟁㸦ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࢆྵࡴ㸧ᬑཬࡢ㞀ᐖ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡋ࡚࠸ࡿ 2)ࠋ
ᒎᮃ
 ᪥ᮏࡢᆅ⇕Ⓨ㟁㛤Ⓨࡣ㸪1999 ᖺࡢᮾி㟁ຊ࣭ඵᓥᆅ⇕Ⓨ㟁ᡤࡀ㐠㌿✌ാ
ࡋ࡚௨᮶᪂つ㛤Ⓨࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪2010 ᖺ௨㝆᪂₲┴ᯇஅᒣ
ᓮ┴ᑠ

Ἠ➼ࢆ୰ᚰࡋ࡚

Ἠ㸪㛗

Ἠࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ᡤࡢᐇドヨ㦂࣭㛤Ⓨࡀ⾜ࢃ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ⇕Ⓨ㟁ࡣㄢ㢟ࡶࡁ࠸ࡀ㛤Ⓨవᆅࡀ᭱ࡶࡁࡃṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᆅ⇕Ⓨ㟁㛤Ⓨࡣࢯࣇࢺⓗ㸪ࣁ࣮ࢻⓗ࡞⎔ቃィ

ㄪᰝࡽጞࡲࡿࡓࡵ㸪ࡢ

Ⓨ㟁ᡤẚࡋ࡚࣮ࣜࢻࢱ࣒ࡀ㛗ࡍࡂࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣ㸪2012 ᖺ
ࡢつไ⦆ᚋࡽ⎔ቃಖㆤࡢ㔜せᗘࡀ㧗ࡃ࡞࠸ᆅᇦ㝈ࡗ࡚ᅜᐃබᅬෆ࡛ࡶ
᮲௳ࡁ࡛Ⓨ㟁ᡤࡢᘓタࡀㄆࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋᐇ㝿㟁※㛤Ⓨᰴᘧ♫㸪୕
⳻࣐ࢸࣜࣝᰴᘧ♫㸪୕⳻࢞ࢫᏛᰴᘧ♫ࡢඹྠฟ㈨ࡼࡾ 2012 ᖺタ
❧ࡋࡓἑᆅ⇕ᰴᘧ♫ࡣ⛅⏣┴ἑᕷ࡛ 42MW ẼⓎ㟁ࣉࣛࣥࢺᘓタࡍࡿ
ࡃᒣⵇἑᆅ⇕Ⓨ㟁ᡤ㸦௬⛠㸧タ⨨ィ⏬࣭⎔ቃᙳ㡪ホ౯‽ഛ᭩ࠖࢆ⤒῭⏘ᴗ
⮧ᒆฟࡿࡶ㸪⛅⏣┴▱㸪ἑᕷ㛗㏦⮴ࡋ 2020 ᖺ㛤ᡤࢆ┠
ᣦࡋ࡚㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪

Ἠ⇕ࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡘ࠸࡚ࡶ⚟ᓥ┴ࡢᅵ

Ἠ㸦ᩘⓒ kW ࡽ MW ࢡࣛࢫ㸧࡛ࡣᆅඖࡢ

Ἠ༠ྠ⤌ྜࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚㛤

Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㸪ᆅඖಙ⏝㔠ᗜࢆ❆ཱྀࡋ࡚ᅜࡼࡿമົಖドࢆཷࡅ࡚㈨㔠
ࢆㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᵝศ┴ࡢ㔜⏫࡛ࡣ⏫Ẹ㛫ࡢඹྠ࡛Ⳣཎࣂࢼࣜ
࣮ᆅ⇕Ⓨ㟁ᴗ㸦5,000kW㸧ࢆ❧ࡕୖࡆᅜࡢമົಖドࡢࡶ 2015 ᖺ㐠㌿㛤Ⓨ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㸪ᮾᾏ㐨ࢆ୰ᚰࡋࡓㄪᰝ࣭㛤Ⓨẁ㝵࠶ࡿᆅ
⇕Ⓨ㟁ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᅜ࡛ᩘ༑࢝ᡤᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᚋ㸪2020 ᖺࡲ࡛ᆅ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ⏝࠸ࡓⓎ㟁⏝┠ᶆࡣ 100  kW ௨
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ୖ㸦ࢧࣥࢩࣕࣥィ⏬┠ᶆ㸸280  kW(2010 ᖺ)㸧ࡋ࡚㸪

Ἠࣂࢼࣜ

࣮Ⓨ㟁ࡢᬑཬࢩࢼࣜ࢜࡞ࡽࡧᆅ⇕Ⓨ㟁ᡤᘓタࡢࡓࡵࡢᆅ୰ࡢ⎔ቃィ

ㄪᰝ

ࡼࡿ࣐ࢵࣉ࠾ࡼࡧᑟධࢩࢼࣜ࢜ࡀ᫂♧ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋලయⓗࡣ㸪
ẼࣇࣛࢵࢩࣗⓎ㟁ࣉࣛࣥࢺࡣ㸪ᆅୗ㈓␃ᵴࡢ≧ἣࡼࡗ࡚⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞
ࡀືⓗኚືࡍࡿࡦࡘࡢࢲࢼ࣑ࢵࢡࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࡇ㸪ᇶᮏⓗࡑ
ࡢ㈨※ࡀởࢀ⣔࡛࠶ࡿࡓࡵࣉࣟࢭࢫࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࿘ᮇࡀࡢⓎ㟁ᡤẚࡋ
࡚ࡁ࠸ࡓࡵ㸪Ⓨ㟁༢౯㸦⌧ᅾ㸪16 /kWh ヨ⟬㸧Ᏻᐃᛶࢆ࣮࢟ࣉࡍࡿ
ࡇࡀࡸࡸᅔ㞴࡛࠶ࡿࡢྥࡁࡀ࠶ࡿࠋⓎ㟁༢౯ࢆୗࡆࡿࡓࡵࡣ㸪ᢞධࡉ
ࢀࡿタഛ㈝㐠㌿㈝㸦࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㈝ྵࡴ㸧ࡀᢚ࠼ࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪
ᆅୗ㈨※ࡢᛶ≧ࢆṇ☜ண

ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࢀࡤᚋࡢᬑཬࡀຍ㏿ࡍࡿᛮ

ࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪␗࡞ࡿᛶ≧ࢆࡶࡘᆅୗ㈨※ᑐᛂࡍࡿ⪏㣗ᛶ࣭⪏ᾐᛶ㸦≉
ࢫࢣ࣮ࣝᑐᛂ㸧ࢆ᭷ࡍࡿ㧗ᛶ⬟ᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡼࡾࡇࢀࡽࡣࡉࡽྥୖࡍࡿ
ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ㸪

Ἠࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡣపἛⅬ࡛₯⇕ࡀከࡃᏳᛶࡢ㧗࠸⇕

፹ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪⭾ᙇᶵࡢᛶ⬟ࡀྥୖࡍࡿẚࡋ࡚

Ἠࣂࢼ࣮ࣜⓎ㟁ࡢᬑཬ

ࡣຍ㏿ࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽ㸪ᮾ࣭ᾏ㐨࢚ࣜࡢ

Ἠᆅᇦ࡛ࡣࣂࢼ

࣮ࣜⓎ㟁ᚋࡢ※Ἠࢆᾎ⏝ࡋ㸪⼥ࢆ㞷ࡸࣅࢽ࣮ࣝࣁ࢘ࢫ࡞ᆅᇦ⇕౪⤥ࡢ
ᙧ࡛⇕ࡋ࡚࢝ࢫࢣ࣮ࢻ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪┤᥋ⓗ࡞Ⓨ㟁
ࢆ⾜ࢃࡎࡶⓎ㟁㔞⟬࡛ࡁ࡞┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᐇࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋ
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㒊㛛άື⥲ᣓ 

 ⏘ᴗᵓ㐀◊✲㒊㛛ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ᪂⏘ᴗ⏕ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㊊ࡀࡾࡋ࡚
ࡢᙺࢆᢸ࠺ࡇࢆ┠ⓗάືࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋᒎ㛤ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᆅ
ᇦ⏘ᴗࡢ⯆ᆅᇦࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛤Ⓨศࡅࡽࢀࠊ࠸ࡎࢀࡶࡇࢀࡽࡢᒣᙧ
ࡢⓎᒎḞࡏ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᰕࠊ⮬యࡸᆅᇦ୰ᑠ
ᴗ⪅ࡢ㐃ᦠࡸᨭࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ⏘ᴗᵓ㐀㒊
㛛ࡢάືࡣࠊᚎࠎㄆ▱ࡀᗈࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗ࣓ࢹ➼࡛⤂ࡉࢀࡓྲྀ
⤌ࢆ୍㒊⤂ࡍࡿࠋ
ࡲࡎᖹᡂ  ᖺᗘ <DKRR-$3$1 ᐇࡋࡓࠕ+DFN8ᒣᙧᏛLQ▼
ᕳࠖࡢ୰ࡽⓎࡉࢀࡓ㜵⅏ࢢࢵࢬࠕGDWࠖࡣࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊᖹᡂ 
ᖺ  ᭶ࡣ࣮࣡ࣝࢻࣅࢪࢿࢫࢧࢸࣛࢺ࡛ࠊྠ  ᭶ࡣ 1+. ⥲ྜ࣭࠾ࡣࡼ࠺
᪥ᮏࠕࡲࡕሗᐊ࡛ࠖ⤂ࡉࢀࡓࠋཪࠊ᪂⪺ࡶᩘከࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ
ࠊᖹᡂ  ᖺࡢ⺯㞷௦  ᭶ྕࠊᖹᡂ  ᖺࡢዪᛶࢭࣈࣥ  ᭶  ᪥ྕࡶ
ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ ࠥ 㛗ᒸ㟈⅏࣮࢝ࣈࢭࣥࢱ࣮ࡁ
࠾ࡃࡳࡽ࠸࡛⾜ࢃࢀࡓࠕ⅏ᐖ㛵㐃ࢢࢵࢬᒎ♧ࠖࠕGDWࠖࢆฟᒎࡋࠊᆅ
ᇦఫẸࡼࡿ㉁ၥࡀ࠶࠸ࡘ࠸ࡔࠋࡇࡢࡇࡽ⌧ᅾࡶ⥅⥆ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏάືࡢෆᐜࡣ  ᭶ᮎ㛗㔝┴ㄶゼᕷ࡚㛤ദࡉࢀࡓ⏘Ꮫ㐃ᦠᏛ➨  ᅇ
࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜ㜵⅏ࢢࢵࢬࢳ࣮࣒Ꮫ⏕ࡀⓎ⾲ࡋࡓࠕ▼ᕳ⯆ࢆࡵࡊ
ࡋࡓ GDWࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏕〇ရࣉࣟࢭࢫࠖࡣዡບ㈹ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ
ࡑࡢࠊྠ  ᭶ྡྂᒇࡢឡ▱ᕤᴗᏛ࡚㛤ദࡉࢀࡓ᪥ᮏ⤒ႠᏛࢩࢫࢸ
࣒Ꮫ࡚ᙜᏛ⏕ࡼࡿ͆ୗㄳᆺ୰ᑠᴗࡢ⮬❧࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ
ศᯒ㹼ᒣᙧ┴⡿ἑᕷ 6 ♫ࡢ᪂ၟရ㛤Ⓨࢆࡶ㹼͇㛵ࡍࡿⓎ⾲ࡀ㧗࠸
ホ౯ࢆᚓࡓࠋ
ࡇࡇࡲ࡛㏙ࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ௨እࡶࠊᆅᇦ⏕ࡢ㊊ࡾࡋ࡚⌧ᅾࡶ
㐃ᦠཬࡧᨭࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠊᆅඖᴗ〇㐀ࡢᮌ〇⋵ලࡣ  ᅇࢃࡓࡿࠊᏛ⏕
ࡢ㤳㒔ᅪᗂ⛶ᅬࣄࣜࣥࢢࡼࡾᮌ〇⋵ලࡀᏊ౪ࡓࡕࡢᵝ࡞ᛂࡸᙳ㡪
ࢆ࠼ࡿࠊ➼ࡢᣦᶆࢆ▱ࡿ㊊ࡀࡾ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢάືࢆᆅᇦ⏕ࡢ㊊ࡾࡋ࡚ᚋࡶ㐍ࡵ࡚⾜ࡃᡤᏑ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊከࡃࡢ㒊㛛ࡢάືᙜࡓࡾࠕCOC ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗࠖᆅᇦ
ᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ࡢ⿵ຓࢆ㡬࠸ࡓࠋࡇࡇឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ
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➨㒊










㣗ᩱ⏕⏘◊✲㒊㛛




㣗ᩱ⏕⏘◊✲㒊㛛◊✲ሗ࿌
ࡣࡌࡵ
  ᖺ  ᭶タ❧ࡉࢀࡓᮾ⏕◊✲ᡤ࠾࠸࡚ࠊ㣗ᩱ⏕⏘◊✲㒊㛛ࡣࠊ⮬❧ศᩓ
ᆺ♫ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ㣗ᩱᇶᆅࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢ  ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆᥖࡆ࡚◊✲
ࢆࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓࠋ
ձ ᆅᇦ㈨※ᚠ⎔ᆺ㣗ᩱ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ղ Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡛㧗ຍ౯್࡞㣗ᩱ౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ճ ࣂ࣐࢜ࢫࡢ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ⏝ࡼࡿ㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⮬⤥
մ 㔛ᒣ⏕ែ⣔⟶⌮㣗ᩱ⏕⏘ࡢ୧❧ࡼࡿ⮬↛ࡢඹ⏕
 ࡑࡢ୰࡛◊✲ᣐⅬ࡛ࡣࠊࠕᮍ⏝㈨※ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᗫᲠ≀ฎ⌮ࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻࡋ
ࣚࢩᒓࡢከᖺⲡ
࡚◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠕᮍ⏝㈨※ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࢿ⛉ࣚ
ࡢࣚࢩࠊ࢟ࢡ⛉࢟ࣀ࢟ࣜࣥࢯ࢘ᒓከᖺⲡࡢࢭࢱ࢝࣡ࢲࢳࢯ࢘ࠊ࣐࣓⛉ࢡࢬᒓከ
ᖺⲡࡢࢡࢬ࡞ࢆ◊✲ᑐ㇟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊࠕᗫᲠ≀ฎ⌮࡛ࠖࡣࠊୗỈ
ฎ⌮Ỉࡢ⏝ࡸࠊᚤ⏕≀ࢆ⏝ࡋࡓᗫᲠ≀ฎ⌮ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ࣔࢹࣝᆅᇦࡢ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣࠊỈ⏣⏕⏘ຊ␆⏘ࢆ⼥ྜࡉࡏࡿࠕ⪔␆㐃ᦠࠖࢆ࣮࢟࣡
࣮ࢻࡋ࡚ࠊ⮬↛⛉Ꮫ♫⛉Ꮫࡢ୧㠃ࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵࠊᆅᇦ㈨※ᚠ⎔ᆺ㣗ᩱ⏕⏘ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺ 1 ࡘࡢࣔࢹࣝᆅᇦ࡛࠶ࡿୖᒣᕷ࡛ࡣࠊ㧗
ຍ౯್࡞㎰⏘≀࣭㣗ရࢆ౪⤥ࡍࡿࡓࡵࡢὶ㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ࠊࢭࣚ࢘ࢼࢩࡸࣈࢻ
࢘࡞ࡢᅬⱁస≀ࡢ᪂ࡓ࡞ὶ㏻య⣔ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࡶࠊୖᒣᕷᇦࡢ㎰ᴗ⏕ែ⣔
࠾ࡅࡿ᳜≀㏦⢊᪻ࡢ┦స⏝ࢆゎᯒࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ➨  ࢡ࣮ࣝࡢ  ᖺ㛫ࡢ⥲ᣓࡋ࡚ࠊ㎰Ꮫ㒊ࡢ࠶ࡿ◊✲ᣐⅬ㭯ᒸᕷ
࡞ࡽࡧࣔࢹࣝᆅᇦࡢ┿ᐊᕝ⏫ୖᒣᕷ࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ

◊✲ᣐⅬ
ձᆅᇦ㈨※ᚠ⎔ᆺ㣗ᩱ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
࣭‵ᆅ࠾ࡼࡧἙᕝ⟶⌮ࡼࡾᚓࡽࢀࡿᮍ⏝㈨※ࠕࣚࢩࠖࡢỈ✄సࡢ᭷ຠ⏝
࣭ୗỈฎ⌮Ỉࡢ⏝ࡼࡿ㣫ᩱ⏝⡿᱂ᇵ㛵ࡍࡿ◊✲
ղࣂ࣐࢜ࢫࡢ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ⏝ࡼࡿ㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⮬⤥
࣭ᚤ⏕≀ࢆ⏝ࡋࡓᗫᲠ≀ฎ⌮㈨※࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏕⏘ࠥሁ⫧〇㐀タ࠾
ࡅࡿᝏ⮯ᢚไࡢヨࡳࠥ
࣭పⅣ⣲♫ྥࡅࡓᮍ⏝ࣂ࣐࢜ࢫ㈨※ά⏝
ճ㔛ᒣ⏕ែ⣔⟶⌮㣗ᩱ⏕⏘ࡢ୧❧ࡼࡿ⮬↛ࡢඹ⏕
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࣭ࢡࢬࡀ࣐ࣥࢺ⩌ⴠࢆᙧᡂࡍࡿせᅉ㈨※⏝ࡢࡓࡵࡢ⌧Ꮡ㔞ࡢᢕᥱ
ࣔࢹࣝᆅᇦ ┿ᐊᕝ⏫
ձᆅᇦ㈨※ᚠ⎔ᆺ㣗ᩱ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
࣭✄ࢃࡽ࠾ࡼࡧ⦾Ṫ∵࣭ங∵㣫ᩱࡢ࢝ࢳ࣭࢜ࣥࢽ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ㛵ࡍࡿ◊✲
࣭Ⰻ㉁࡞㣫ᩱ⏝⡿ཬࡧ✄ࢃࡽ⏕⏘ࡢࡓࡵࡢ⫧ᇵ⟶⌮᪉ἲࡢ᳨ウ
࣭┿ᐊᕝ⏫⛅ᒣ∾ሙࢆ᰾ࡋࡓ࿘ᖺ㡸クᴗࠊࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࠊ705 ࢭࣥࢱ࣮
ࡼࡿᆅᇦ㎰ᴗᨭࡢຠᯝ
ࣔࢹࣝᆅᇦ ୖᒣᕷ
ձᏳ࣭Ᏻᚰ࡛㧗ຍ౯್࡞㣗ᩱ౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
࣭࣓ࢳࣝࢩࢡࣟࣉࣟ࣌ࣥࢆ⏝ࡋࡓࢭࣚ࢘ࢼࢩᯝᐇࡢရ㉁ಖᣢ㛵ࡍࡿ◊✲
ղ㔛ᒣ⏕ែ⣔⟶⌮㣗ᩱ⏕⏘ࡢ୧❧ࡼࡿ⮬↛ࡢඹ⏕
࣭ୖᒣᕷᇦࡢ㎰ᴗ⏕ែ⣔࠾ࡅࡿ᳜≀㏦⢊᪻ࡢ┦స⏝ࡢゎᯒ
ࠥ⿕Ꮚ᳜≀ࡢⰼⰍከᆺ㏦⢊᪻ࡢ㛵ಀࠥ
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◊✲ㄢ㢟ྡ

٥ȝɛɆธࡺከျȾɛɝीɜɟɞఝҟႊໃȈʲʁȉɁ
෩ሙͽɋɁӛҟႊ
ࠞढޙ۾ᣁޙ᭥୳ႆ֤ၥޙہᇼ


 ᮓ

㸯㸬࡞ࡐỈ✄సࠕࣚࢩࠖ࡞ࡢ㸽
 Ỉ✄ྍḞ࡞㣴ศࡋ࡚ࢣ㓟ࡀ࠶ࡿࠋỈ✄ࡣ㣴ศࡢ୰࡛ࢣ㓟ࢆ᭱ࡶከࡃ྾
ࡍࡿࠋỈ✄ࡢࢣ㓟ࡢ౪⤥※ࡣ₤₅Ỉࠊᅵተࠊࢣ㓟㉁㈨ᮦ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊ₤₅Ỉ
୰ࡢࢣ㓟⃰ᗘࡢపୗࠊ࡞ࡽࡧࠊ㈨ᮦཎᩱ౯᱁㧗㦐ࡸ㎰ᴗᚑ⪅ࡢ㧗㱋ࡼࡿປ
ຊ㊊࡛ࡢ㈨ᮦ⏝㔞ࡢῶᑡࡼࡾࠊỈ✄ࡢࢣ㓟౪⤥ࡀ㊊ࡋࠊ␗ᖖẼ㇟ࡸᐖ
࡞ࡢࢫࢺࣞࢫᑐࡍࡿᢠᛶࡢపୗࠊࡑࢀక࠺㔞ࡸ㧗ရ㉁☜ಖࡢᏳᐃ࡞
ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࢣ㓟౪⤥㈨※ࡋ࡚ࠊࢿ⛉᳜≀ࠕࣚࢩࠖࡢ⏝
╔┠ࡋࡓࠋỈ✄ྠࡌࢿ⛉᳜≀ᒓࡍࡿࣚࢩࡣࠊỈ✄ྠᵝࢣ㓟ࢆከ㔞྾
ࡍࡿࡀࠊỈ✄ࡢࢣ㓟㣴ศࡋ࡚⏝ࡉࢀࡓࡇࡣ࡞࠸ࠋ‵ᆅࡸἙᕝᇦ⏕ᜥࡋ࡚
࠸ࡿࣚࢩࢆᨺ⨨ࡏࡎࠊᐃᮇⓗࣚࢩࢆสࡾฟࡍࡇࡣࠊ‵ᆅࡽⲡᆅ࡞ࡢ㑄⛣ࡢ
㐍⾜㏿ᗘࢆ㐜ࡽࡏ⎔ቃಖࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋ2008 ᖺ࣒ࣛࢧ࣮ࣝ᮲
⣙Ⓩ㘓ࡉࢀࡓᒣᙧ┴㭯ᒸᕷ⨨ࡍࡿ㒔ἑ‵ᆅ࡛ࡣࠊᐃᮇⓗࣚࢩࢆสࡾฟࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ᭷ຠ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊ㈝⏝ࢆࡅ࡚㐠ᦙ࣭↝༷ฎศࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᒣ
ᙧ┴ᗉෆᆅ᪉ࢆὶࢀࡿ୍⣭Ἑᕝ㸦᭱ୖᕝࠊ㉥ᕝ㸧ὶᇦࡶࣚࢩࡀ⣙ 94ha ⏕ᜥࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ᅜᅵ㏻┬㸧ࡀࠊࡑࢀࡽࡢࢇࡀสࡾฟࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃⲡᆅࡸపᮌࡀ㐍
ࡳἙᕝᇦ⟶⌮ࡀᅔ㞴࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࣚࢩࢆᐃᮇⓗสࡾฟࡍࡇࡼ
ࡾ⎔ቃಖ࣭⥔ᣢࡢㄪࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊᕤᴗⓗ〇㐀ࡋࡓࢣ㓟㉁㈨ᮦࡔࡅ౫Ꮡ
ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊࣚࢩࢆỈ✄ࡢࢣ㓟౪⤥㈨※ࡋ࡚᭷ຠ⏝ࡍࡿࡓࡵ⾜ࡗࡓ◊✲
ᡂᯝࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲ᡂᯝࡑࡢᐇ⏝ࡢᒎᮃ
 ࠕࣚࢩࠖࢆỈ✄ࡢࢣ㓟౪⤥⏝ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ௨ୗࡢ㸲Ⅼࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡚ࡢ㡯┠࠾࠸࡚⌧ᅾ㐍⾜୰࡛࠶ࡾࠊ㸦㸯㸧㸦㸰㸧ࡣᖹᡂ㸰㸳
ᖺᗘࠊ㸦㸱㸧ࡣᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘࡢᮏ◊✲ᡤሗ࿌᭩㛵㐃⤖ᯝࢆ୍㒊ᥖ㍕ࡋࡓࠋᖹᡂ㸰㸴
ᖺᗘࡘ࠸࡚ࡣ㸦㸲㸧ࡘ࠸࡚ᙜヱᖺᗘᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲
ᡤ◊✲ဨࡢ௵ᮇᮇ㛫㸦ᖹᡂ㸰㸲㹼㸰㸴ᖺ㸧௨㝆ࡣᘬࡁ⥆ࡁࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ຓᡂ㔠
㸦ᇶ┙◊✲㸦C㸧ࠊᖹᡂ㸰㸵㹼㸱㸯ᖺᗘࠊㄢ㢟␒ྕ 15K07270㸧ࡼࡾࠊᐇ⏝ྥࡅ
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ࡓ◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧ࣚࢩࡢ㈨ᮦ᪉ἲ
 ࣚࢩࢆỈ✄ࡢࢣ㓟౪⤥⏝ࡍࡿࡣࠊ㣴ศࡋ࡚྾࡛ࡁࡿᙧែ㸦ྍ⁐ᛶࢣ
㓟㸧ேⅭⓗኚ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ἲࡋ࡚⇞↝ࡀ࠶ࡿࠋࣚࢩࡢ⇞↝⅊ࢆ⏝
ࡍࡿࡓࡵࠊᐇ㦂ᐊࣞ࣋ࣝࡢ㟁Ẽ⅔ࡼࡾ⇞↝᮲௳ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ⇞↝

ᗘ 400㹼

700Υࠊ ᗘ⥔ᣢ㛫 3 㛫ࡀྍ⁐ᛶࢣ㓟ࢆ᭱ࡶከࡃᚓࡽࢀࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ⏕⏘⌧ሙ
࠾࠸࡚ࠊ⇞↝ჾᮦࡢ㑅ᐃࡸࡑࡢつᶍࡢ㐪࠸࡞ࠊ⇞↝᮲௳ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡛ࣚࢩࡢ㈨
ᮦࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
㸦㸰㸧ࣚࢩࡽᚓࡓ⇞↝㈨ᮦࡢỈ✄ࡢ⏝ἲࡑࡢຠᯝ
 ࣚࢩࡢ⇞↝⅊ࢆ⫱ⱑ⏝ᇵᅵΰྜࡋ࡚⫱ⱑࡍࡿࡇࡼࡾࠊỈ✄ⱑ୰ࡢࢣ㓟྾
㔞ࡣྥୖࡍࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋỈ✄ⱑࡢࢣ㓟྾㔞ࡢྥୖࡣࠊẼ㇟ኚືࡸᐖᙉ࠸ⱑ࡙
ࡃࡾࡘ࡞ࡀࡿࠋᅗ㸰࠾ࡅࡿ A  B ࡀࣚࢩࡢ⇞↝⅊ࢆ⏝ࡋࡓ༊࡛࠶ࡿࠋA  B
ࡢࢣ㓟྾㔞ࡢ㐪࠸ࡣ⇞↝᮲௳ࡢ㐪࠸ࠊ⇞↝⅊ࡢ⌧≀㔞୰ࡢྍ⁐ᛶࢣ㓟㔞ࡢ㐪
࠸ࡼࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊ㈨ᮦࡢ⇞↝᮲௳ࡑࡢ㈨ᮦࡢ⏝㔞ࢆᚋࡶ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᐇ
⏝ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡉࡽࠊ✄ࢃࡽࡢ⅊⏝ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᐇ⏝ࡶᮇᚅ
࡛ࡁࡿࠋ

ᅗ㸯⇞↝᮲௳ࡢ㐪࠸ྍ⁐ᛶࢣ㓟

ᅗ䠎㻌 ⏝㈨ᮦ䞉⏝㔞䛾㐪䛔䛸Ỉ✄ⱑ୰䛾䜿䜲㓟྾㔞㻌
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（３）山形県庄内地方の一級河川（最上川・赤川）流域におけるヨシの資源量の把握
と水稲利用への可能性について
当該流域に生息するヨシを資材化して水稲苗育苗に利用した場合、約 4000ha の水
田作付面積に利用可能と見込まれる（表１）。また、地点ごとにヨシの生育量が異な
り、その違いから資源量を正確に把握することが重要である。さらに、ヨシを利用す
るには、刈り出しの作業・機械等の検討も要する。
表１

ヨシによる水稲へのケイ酸供給量・供給水田面積の試算

最大乾物重 ヨシ生息面積 得られる灰量 灰中ケイ酸量
ｇ/㎡
㎡
kg
kg
櫛引
603
9211
555
278
三川
1393
51790
7212
3606
赤川河口
1393
177565
24742
12371
松山
474
35883
1701
850
平田
814
51790
4214
2107
酒田河口
720
610382
43974
21987
合計
936621
82398
41199
注）ヨシを燃焼して得られる灰（灰分率10％、ケイ酸成分50％）を
育苗箱当たり100g施用し、育苗箱20枚/10aを移植した場合
地点

利用可能水田面積
ha
28
361
1237
85
211
2199
4120

（４）環境維持と資材原料確保を考慮したヨシの刈取時期の選定
6 月から 9 月にかけて１ヶ月毎に刈取時期を変えた場合、翌年の生育と養分確保量
は、刈取時期が遅いほど多くなった（データ省略）。ヨシは地上部の光合成により下
茎を伸ばし、生産した炭水化物を下茎に転流し、その炭水化物を翌年下茎の各節から
芽を出すためのエネルギーとして利用する。資源量を常に確保するには、地上部での
光合成期間を十分に確保することが重要である。
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㸬ࡣࡌࡵ
๓ᖺᗘ㸦⤖ᯝࡢヲ⣽ࡣࠊᮧᯇࡽ㸦2014㸧ࠊMuramatsu et al.(2015)ᥖ㍕㸧ᘬࡁ
⥆ࡁࠊ⪏ಽఅᛶඃࢀࠊከ⫧᱂ᇵࡀྍ⬟࡞㣫ᩱ⏝⡿ࡢ᱂ᇵୗỈฎ⌮Ỉࢆᚠ⎔ࡋ࡚℺
₅⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊฎ⌮ỈࡢỈ㉁ίỈ✄ࡢ㔞ࡢ୧❧ࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
๓ᖺᗘࡣࠊୗỈฎ⌮Ỉ୰ࡢ❅⣲ࡢ㝖ཤࡣぢࡽࢀࡓࡀࠊฎ⌮Ỉࡢᢞධᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃỈ✄
ࡢ⏕⫱㏵୰࡛℺₅⏝Ỉ୰ࡢ❅⣲⃰ᗘࡀప࠸≧ែࡀ⥆࠸ࡓࡇ࡛ࠊ㔞ࡀ┠ᶆ್⮳ࡽ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏᖺᗘࡣࠊୗỈฎ⌮Ỉࡢᢞධᅇᩘࢆቑࡸࡋࠊ℺₅⏝Ỉࡢ❅⣲⃰ᗘ
ࢆ㧗ࡃಖࡕ࡞ࡀࡽ㣫ᩱ⏝⡿ࢆ᱂ᇵࡍࡿࡇ࡛ࠊୗỈฎ⌮Ỉࡽࡢ᭦࡞ࡿ❅⣲㝖ཤ
㔞ቑຍᣮᡓࡋࡓࠋࡉࡽࠊ᪂ࡓ࡞ヨࡳࡋ࡚ᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụࡼࡿⓎ㟁ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
㐣ཤࡢᐇ㦂㸦Kaku et al, 2008㸧࡛Ỉ⏣࡛ࡢᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụࡼࡿⓎ㟁ࡣᐇドࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡣࠊୗỈฎ⌮Ỉࡶ᭷ᶵ≀ࢆỈ⏣౪⤥ࡍࡿࡇ࡛Ⓨ㟁㔞ࡢቑຍ
ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
㸬᪉ἲ
(1) Ỉ✄ࡢရ✀ࠊᅵተࠊ℺₅⏝Ỉ
ᐇ㦂ࡣࠊ㣫ᩱ⏝⡿ࠕࡇ࠶࠾ࡤࠖࢆ⏝࠸ࡓࠋᅵተࡣࠊᒣᙧᏛ㎰Ꮫ㒊㝃ᒓ㎰ሙࡢ
Ỉ⏣ࡢ⾲ᅵᒙࢆ⏝ࡋࡓࠋ℺₅⏝Ỉࡣࠊ㭯ᒸᕷίࢭࣥࢱ࣮ෆࡢୗỈฎ⌮ᨺὶỈࢆ⏝
࠸ࡓࠋ
(2) ᐇ㦂⨨
ᚠ⎔℺₅ࡍࡿỈ⏣ࢆᶍࡋࡓᐇ㦂⨨㸦ᖺᗘྠ୍ࡢ⨨㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋᐇ㦂⨨
ࡣࠊᚠ⎔᪉ἲࡢ㐪࠸ࡼࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ 3 ⣔ิ‽ഛࡋࡓࠋ⣔ิ A ࡣ㈓Ỉࢱ
ࣥࢡ℺₅⏝Ỉࢆ㈓ࡵࠊࡑࡢ℺₅⏝Ỉࢆ࣏ࣥࣉࢵࣉࡋࠊỈ⏣ᶍᆺ㐃⥆ⓗᢞධࡋ
ࡓࠋỈ⏣ࡢୗ㒊ࡣᬯῺࢆタ⨨ࡋࠊ㈓Ỉࢱࣥࢡᡠࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅵተ⾲㠃
ࡽ 5cm ࡢࡇࢁᨺὶཱྀࢆタ⨨ࡋࠊ⏣㠃Ỉࢆ 5cm ⥔ᣢࡋࡓࠋ⣔ิ B ࡣ㈓Ỉࢱࣥ
ࢡ㈓ࡵࡓ℺₅⏝Ỉࢆ࣏ࣥࣉࢵࣉࡋࠊỈ⏣ᶍᆺࡢᬯῺ㐃⥆ⓗᢞධࡋࡓࠋỈ⏣ᅵ
ተࢆᾐ㏱ࡋࡓ℺₅⏝Ỉࡣᅵተ⾲㠃⁀ࡲࡾࠊᨺὶཱྀࡽ㉺ὶࡋࡓỈࡀࡧ㈓Ỉࢱࣥࢡ
ᡠࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ⣔ิ C ࡛ࡣᚠ⎔℺₅ࢆ⾜ࢃࡎࠊⓎᩓࡼࡿ⏣㠃Ỉࡢῶᑡศࡔ
ࡅࠊỈࡀ 5cm ⛬ᗘ࡞ࡿࡼ࠺℺₅⏝Ỉࢆ⿵ࡋࡓࠋ
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(3) ℺₅⏝Ỉ⫧ࡢ⟶⌮
Ỉ✄ࡢ⏕⫱ࡶ㈓ỈࢱࣥࢡࡢୗỈฎ⌮Ỉࡢ❅⣲⃰ᗘࡀ 1㹼2mg/L ⛬ᗘࡲ࡛పୗ
ࡋࡓࠊୗỈฎ⌮Ỉࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ⫧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣒ࣜࣥ࢝ࣜ࢘ࢆࠊᏛ⫧ᩱ࡛
ᢞධࡋࡓࠋୗỈฎ⌮Ỉࡢ㏣ຍࡣࠊࣜࣥࢆ N㸸P㸻3㸸4㸦㔜㔞ẚ㸧࡞ࡿࡼ࠺㏣
ຍࡋࡓࠋ
(4) ᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụ
 ᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụࡢ㟁ᴟࡣࠊṇᴟ࣭㈇ᴟࡶ࣮࢝࣎ࣥࢢࣛࣇࢺࣇ࢙ࣝࢺࢆ⏝
ࡋࡓࠋ㈇ᴟࡣᅵተ⾲㠃ࡽ 10cm ࡢ῝ࡉタ⨨ࡋࠊṇᴟࡣⓎ◙ࢫࢳ࣮ࣟࣝ∦ࢆྲྀࡾ
ࡅỈ㠃ᾋࡓࠋ୧ᴟ㛫ࡢ㟁ᕪ㸦ᢠ 100Ȑ㸧ࢆ㐃⥆ィ

ࡋグ㘓ࡋࡓࠋ

㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
(1) Ỉ✄ࡢ⏕⫱
ྛ⣔ิࡢⲡࠊⱼᩘࠊⴥⰍࡢ್᭱ࢆᅗ㸯♧ࡍࠋ್࡛᭱ࡳࡿࠊⲡ࡛ࡣࠊ$&
㛫ࠊ%& 㛫᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊ$% 㛫࡛ࡣ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᚠ⎔℺₅ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ⲡࡀᚠ⎔℺₅ࢆ⾜ࢃ࡞࠸⣔ิࡼࡾࡶ㧗ࡃ࡞ࡿࡇࡀゝ࠼ࡿ
ࡀࠊᚠ⎔᪉ἲࡢ㐪࠸ࡼࡿᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋⱼᩘࡣࠊ⣔ิ㛫࡛᭷ពᕪࡀࡳࡽ
ࢀࠊ⣔ิ % ್࡛᭱ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᚠ⎔℺₅ࢆ⾜࠺ࡇࠊࡑࢀࡶᬯῺࡽୖྥ
ࡁᅵተࢆᾐ㏱ࡍࡿࡼ࠺ᚠ⎔ࢆ⾜࠺ࡇࡀࠊⱼᩘࢆቑຍࡉࡏࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ


ᅗ㸯㸬ྛ⣔ิ࠾ࡅࡿⲡࠊⱼᩘࠊⴥⰍࡢ್᭱

ᖺᗘࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊⲡࡢ್᭱ࡣ FP ⛬ᗘࠊⱼᩘࡢ್᭱ࡣ  ᰴ࠶ࡓࡾ 㹼
ᮏ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ❅⣲ᢞධ㔞ࢆቑຍࡉࡏࡓࡀࠊࡑࡢຠᯝࡣࡇࢀࡽࡢ⏕⫱ᣦ
ᶆࡣ⌧ࢀ࡞ࡗࡓࠋ
(2) ≀㔜ࠊ㔞࠾ࡼࡧࢱࣥࣃࢡ㉁ྵ᭷⋡
ྛ⣔ิ࡛᱂ᇵࡉࢀࡓ㣫ᩱ⏝Ỉ✄ࡢ≀㔜ࠊ⢒⋞⡿㔞࠾ࡼࡧ⋞⡿୰ࡢࢱࣥࣃࢡ㉁
ྵ᭷⋡ࢆᅗ㸰♧ࡍࠋ≀㔜ࡣࠊ⣔ิ A-CࠊB-C 㛫᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࡇࡽࠊ
ᚠ⎔℺₅ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ቑຍࡍࡿࡀࠊᚠ⎔᪉ἲࡼࡿᙳ㡪ࡣ࡞ࡗࡓࠋ⢒⋞⡿㔞ࡶᚠ
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⎔℺₅ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ቑຍࡋࠊ┠ᶆ್࡛࠶ࡿ 8t/ha ㏆࠸್ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㔞
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚠ⎔᪉ἲࡼࡿ㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ⋞⡿ࢱࣥࣃࢡ㉁ྵ᭷⋡ࡣࠊ3 ⣔
ิ㛫࡛᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
 㔞ࡢᵓᡂせ⣲ࢆ㸦ࢹ࣮ࢱࡣᥖ㍕ࡏࡎ㸧ࢆぢࡿࠊᖺᗘẚ࡚㠃✚ᙜࡓࡾࡢ✑
ᩘࠊ୍✑⢄ᩘࡀᚠ⎔℺₅ࢆ⾜ࡗࡓ⣔ิ Aࠊ⣔ิ B ࡛ቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ✑⫧ࡢᮇ㸦7
᭶୰᪪㸧ᐇ⫧ࡢᮇ㸦8 ᭶୰᪪㸧㈓Ỉࢱࣥࢡෆࡢ❅⣲⃰ᗘࢆ㧗ࡃ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡓࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢱࣥࣃࢡ㉁ྵ᭷⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ࠶࠾ࡤࡢࢱࣥࣃࢡ㉁ྵ
᭷⋡ࡢᖹᆒ್ 8.1%㸦㎰ᯘỈ⏘┬࢚࢘ࣈࢧࢺ http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/
tasyumai/t_manual/ཧ↷㸧ࡼࡾࡶ㧗࠸್ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ᅗ㸰㸬ྛ⣔ิ࡛✭ࡉࢀࡓỈ✄ࡢ≀㔜ࠊ⢒⋞⡿㔞ࠊ⋞⡿ࢱࣥࣃࢡ㉁ྵ᭷⋡

(3) ᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụࡼࡿⓎ㟁
3 ⣔ิࡶࠊୗỈฎ⌮Ỉ㏣ຍᚋ

250

2ᅇ┠㏣ຍ

ᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụࡢⓎ㟁㔞ࡀቑຍࡋ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡛᭱ 194㹫㹕࣭day࣭
㹫-2 ࡢ㟁ຊ㔞ࡀᚓࡽࢀࡓࠋୗỈฎ⌮
ỈࢆᬯῺࡽὶධࡉࡏࡿ⣔ิ B ࡛
ࡣࠊᅵተ⾲㠃ࡽὶධࡉࡏࡿ⣔ิ A
ࡸ C ẚࠊ㈇ᴟ᭷ᶵ≀ࢆຠ⋡ⓗ
౪⤥࡛ࡁࡓࡇࡀ 1 ࡘࡢせᅉ

㟁ຊ㔞䠄mW䞉day䞉m ²䠅

ิ B ࡛᭱ࡶຠ⋡ࡢⰋ࠸Ⓨ㟁ࡀ⾜ࢃ

3ᅇ┠㏣ຍ

⌮

ࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ⣔ิ㛫࡛ẚࡿࠊ⣔

200

1ᅇ┠ୗỈฎ
150

Ỉ㏣ຍ
୰ᖸ䛧

⣔ิA
100

⣔ิB
⣔ิC

50

0
5᭶26᪥

6᭶26᪥

7᭶26᪥

8᭶26᪥

9᭶26᪥

ᅗ㸱 ᚤ⏕≀⇞ᩱ㟁ụࡢ㟁ຊ㔞ኚ

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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࠾ࢃࡾ㹼ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷⏝ᛶㄢ㢟
ୗỈฎ⌮Ỉࡢ㏣ຍᅇᩘࢆቑࡸࡍࡇ࡛㣫ᩱ⏝⡿ࡢቑࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ┠ᶆ್ࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᚠ⎔᪉ἲࡢ㐪࠸ࡼࡿ㔞ࡢᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋỈ⏣࡛ࡢⓎ㟁㔞
ࡣࠊᬯῺ℺₅⏝Ỉࢆᢞධࡍࡿᚠ⎔᪉ἲ㸦⣔ิ B㸧࡛᭱ࡶࡁࡃࠊࡇࡢ⣔ิ B ࡀ᭱㐺
ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
Ỉ⏣࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ㟁Ẽࡣࠊձኪ㛫 LED ࢆⅬⅉࡍࡿࡇ࡛Ỉ✄ࡢ⏕⫱ࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡇ㸦㔞ࡢࡉࡽ࡞ࡿቑຍ㈉⊩㸧ࠊղUV-LED ࢆⅬⅉࡍࡿࡇ࡛℺₅⏝࠸ࡿୗỈ
ฎ⌮Ỉࢆᾘẘࡍࡿࡇ㸦⏕⏘⪅ࡢᗣ㓄៖㸧
ࠊ࡞ࡼࡾ᭷ຠ⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
℺₅⏝Ỉࢆᚠ⎔ࡍࡁ࠺ࡣࠊ㐺⏝ࡍࡿሙᡤࡢ㒔ྜ࡛㑅ᢥࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋୗỈ
ฎ⌮ሙࡢ㏆㞄ࡢỈ⏣࡛ࡣࠊฎ⌮Ỉࢆᚠ⎔ࡏࡎࠕࡅὶࡋࠖࡋࡓ᪉ࡀᰤ㣴ሷࡢᢞධ
㔞ࢆቑࡸࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡋࠊฎ⌮Ỉࡽࡼࡾከࡃࡢ❅⣲ࢆ㝖ཤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ୍᪉࡛ࠊୗỈฎ⌮ሙࡽ㞳ࢀࡓᆅᇦ࡛ࡣ㸪ฎ⌮Ỉࢆ㐠ᦙࡍࡿࡓࡵࡢࢥࢫࢺࡢほ
Ⅼࡽࠊᚠ⎔℺₅ࡼࡾฎ⌮Ỉ⏝㔞ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᮏ
◊✲ࡢᡂᯝࡼࡾࠊMFC ࡼࡿⓎ㟁ࡢ㒊ศࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊୗỈฎ⌮Ỉࢆ⏝ࡋࡓ㣫ᩱ⏝
⡿᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ✄సࡶ␆⏘ࡶ┒ࢇ࡞ᮾᆅ᪉࠾࠸࡚ࠊྠ
ࢩࢫࢸ࣒ࡀ୍᪥ࡶ᪩ࡃᐇ⏝ࡉࡏࡿࡇࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
ᮧᯇࡽ㸪ᅵᮌᏛㄽᩥ㞟 *㸦⎔ቃ㸧㸪  㸪,,,B,,,B㸪
0XUDPDWVXHWDO:DWHU6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\LQSUHVV
.DNXHWDO$SSO0LFURELDO%LRWHFKQRO
㸳㸬ᴗ⦼ 㸦ᮏᖺᗘࡢᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ➼㸧
ㄽᩥ
ᮧᯇள⏤⨾㸪Ώ㒊ᚭ㸪ఀ⸨⣫㸪బࠎᮌ㈗ྐ㸪Ლཎᬗᙪ㸪㈨※ᚠ⎔ࢆ┠ⓗࡋࡓ㒔
ᕷୗỈฎ⌮Ỉࡢᚠ⎔℺₅ࡼࡿ㣫ᩱ⏝⡿᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒㸪ᅵᮌᏛㄽᩥ㞟 *㸦⎔ቃ㸧㸪
  㸪,,,B,,,B㸪
$0XUDPDWVX+,WR$6DVDNL$.DMLKDUD7:DWDQDEH&XOWLYDWLRQRIULFH
IRUDQLPDOIHHGZLWKFLUFXODWHGLUULJDWLRQRIWUHDWHGPXQLFLSDOZDVWHZDWHU
IRUHQKDQFHGQLWURJHQUHPRYDO&RPSDULVRQRIFXOWLYDWLRQV\VWHPVIHHGLQJ
LUULJDWLRQZDWHUXSZDUGDQGGRZQZDUG:DWHU6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\LQSUHVV
ᏛⓎ⾲
ᮧᯇள⏤⨾㸪Ώ㒊ᚭ㸪ఀ⸨⣫㸪Ლཎᬗᙪ㸪㒔ᕷୗỈฎ⌮Ỉࡢᚠ⎔℺₅ࡼࡿ㣫ᩱ⏝
⡿᱂ᇵ㛵ࡍࡿ◊✲㸪ᖹᡂ 26 ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛㅮ₇㸪ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸶᭶
㸰㸴㹼㸰㸶᪥㸪᪂₲ᕷ
A. Muramatsu, H. Ito, A. Sasaki, A. Kajihara, T. Watanabe. Rice cultivation
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system with circulated irrigation for enhanced nitrogen removal from treated
municipal wastewater: Comparison of systems feeding irrigation water
upward and downward. IWA 14th International Conference on Wetland
Systems for Water Pollution Control, Shanghai, China, October 12-16, 2014
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 ᒣᙧ┴ࡣ␆⏘ࡀ┒ࢇ࡞⮬యࢆከᩘᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ␆⏘ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ㔞ࡢᐙ␆
ࡏࡘ≀ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢฎ⌮ࢆ࠺ࡍࡿࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ࡞ᐙ␆ἥ≀ࡢฎ⌮
᪉ἲࡋ࡚ࡣࠊᗫᲠ≀ࡋ࡚ࡢฎ⌮⫧ᩱࡢཎᩱࡋ࡚ࡢ⏝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᖹᡂ 
ᖺ  ᭶  ᪥⾜ࡉࢀࡓࠕᐙ␆ࡏࡘ≀ࡢ⟶⌮ࡢ㐺ṇཬࡧ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲ
ᚊࠖ㸦ᐙ␆ࡏࡘ≀ἲ㸧࡛ࡣࠊᐙ␆ࡏࡘ≀ࡢ⏝ಁ㐍ࡀㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᐙ␆ࡏࡘ
≀ࡢ㎰ᴗ⏝㸦⫧ᩱ〇㐀ࡢ⏝㸧ࡀ௨๓ࡶቑࡋ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ᐙ␆ࡏࡘ≀ࡢ⫧ᩱ〇㐀ࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡁࡃศࡅࡿ㸰ࡘࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ
㸯ࡘ┠ࡣᾮ⫧〇㐀ࡢ⏝࡛࠶ࡾࠊ᎘Ẽᾘ≀ࡀᾮ⫧ࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡣሁ
⫧〇㐀ࡢ⏝࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡶࠊᚤ⏕≀ࡢస⏝ࡼࡾ⫧ᩱࡀ⏕⏘ࡉ
ࢀࡿࡀࠊࡑࡢ㐣⛬࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᝏ⮯ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋሁ⫧ࡢ〇㐀ࡣࠊಶࠎࡢ
㎰ᐙ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊ⮬యࡀつᶍ࡞ሁ⫧〇㐀タࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊ㏆㞄㎰
ᐙࡽᐙ␆ࡏࡘ≀ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋタࡀつᶍ࡞ࢀࡤᝏ⮯ࡢᙳ㡪
ࡶࡁࡃ࡞ࡾࠊࡋࡤࡋࡤ⫧ᩱ〇㐀タࡢ᧯ᴗᑐࡍࡿᑐ㐠ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࡽࠊ
㏆㞄ࡢᝏ⮯ࡢᣑᩓ㜵Ṇࡣࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋሁ⫧〇㐀タࡀ᧯ᴗ࡛ࡁ࡞ࡃ
࡞ࡿࠊᐙ␆ࡏࡘ≀ࡢฎ⌮ࡀࡿࡢ࡛ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ㣫⫱㢌ᩘࢆᢚไࡏࡊࡿࢆᚓ࡞
ࡃ࡞ࡾࠊ␆⏘㎰ᐙࡗ࡚ࡶࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᝏ⮯ᡂศࡢ୍㒊ࡣࠊᚤ⏕≀
ࡗ࡚᭷ᐖ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⓎ⏕ࢆᢚไࡍࡿࡇࡣሁ⫧〇㐀ࡢᏳᐃࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊሁ⫧〇㐀タ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᝏ⮯ࡢᣑᩓࢆᢚไࡍࡿ᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜
ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊ㏆ᖺࠊᙉຊ࡞⬺⮯ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿίỈⓎ⏕ᅵࡢ⇱≀ࢆ
ά⏝ࡋ࡚ࠊሁ⫧〇㐀కࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᝏ⮯ࢆ㝖ཤ࡛ࡁ࡞࠸᳨ウࡍࡿࡶࠊ⮬
యࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࡶᶍ⣴ࡋࡓࠋ

㸰㸬ᮦᩱཬࡧ᪉ἲ

ίỈⓎ⏕ᅵ⇱≀
 ίỈⓎ⏕ᅵࡣᰴᘧ♫࢚ࢥࣁࢸࢡࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ࡞ࡽࡧ᭷㝈♫ᣅⰺᥦ

― 79 ―

౪ࡋ࡚㡬࠸ࡓࠋࡇࡢίỈⓎ⏕ᅵ⇱≀ࡣࠊ✵Ẽ୰ࡢࣥࣔࢽࢆ⣲᪩ࡃ㝖ཤ࡛ࡁࡿࡇ
ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ◲Ỉ⣲࡞ࡢᝏ⮯ᡂศࡢ㝖ཤࡢ⏝ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᡃࠎࡢணഛⓗ᳨ウ࡛ࡣࠊίỈⓎ⏕ᅵ⇱≀ࡀᝏ⮯ࢆ㝖ཤࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㻌

ሁ⫧〇㐀タ
 ヨ㦂ࡢሙࡋ࡚ࠊ㭯ᒸᕷᡤ᭷ࡢሁ⫧〇㐀タ㸦⩚㯮⏫㸧ࢆࢃࡏ࡚㡬ࡁࠊࡑࡇί
ỈⓎ⏕ᅵࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊᝏ⮯ᢚไຠᯝࡀ࠶ࡿᐁ⬟ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
ᝏ⮯ᢚไヨ㦂㸦ᐁ⬟ヨ㦂㸧
 ሁ⫧〇㐀タίỈⓎ⏕ᅵ⇱≀ࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊᝏ⮯ࡢᢚไࢆᐇឤ࡛ࡁࡿᐁ⬟ヨ㦂
ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶሁ⫧〇㐀ࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡑࡢຠᯝࢆᐇឤ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡢᝏ⮯ࡀ࠶ࡲࡾࡶᙉࡍࡂࡓࡓࡵࠊ࠼⮯Ẽᡂศࡢῶᑡࡼࡿᨵၿࡀ࠶ࡗ
ࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆᐇឤ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎ᐹࡉࢀࡓࠋᚋࡣࠊίỈⓎ⏕
ᅵ⇱≀ࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊᐇ㝿ྛᝏ⮯ᡂศࡢ⃰ᗘࡀࡢ⛬ᗘపୗࡍࡿࡢࢆ㏣㊧
ࡋ࡚ලయⓗ࡞ᩘ್࡛♧ࡋࡓࡾࠊᝏ⮯ࡢཬࡪ⠊ᅖ㸦タࡢ࿘㎶ᆅᇦࢀࡃࡽ࠸ࡢ㊥㞳
ࡲ࡛ᝏ⮯ࡀ฿㐩ࡍࡿࡢ㸧ࡀίỈⓎ⏕ᅵࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛ࢀࡃࡽ࠸ኚࡋࡓࢆㄪ
ࡿࡇ࡛ࠊຠᯝࢆホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡓࠋ
 ίỈⓎ⏕ᅵ⇱≀ࡢຠᯝࡀᐇឤ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓタ
ࡀᝏ⮯ࡢᣑᩓ㜵Ṇࢆ๓ᥦタィࡉࢀࡓタ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᝏ⮯ࡢᣑ
ᩓࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡣࠊタࢆᐦ㛢ᆺࡋ࡚ࠊࡇࢀ⬺⮯タഛࢆྲྀࡾࡅࡿࡢࡀ୍⯡
ⓗ࡛࠶ࡿࠋᅇࡢタࡣࠊᐦ㛢ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢࡇࡀᝏ⮯㝖ཤࡢຠᯝࢆపῶࡉࡏ
ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡗࡓࠋタࡢᐦ㛢ᛶࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊࢩ࣮ࢺ➼ࢆά⏝ࡋ࡚❆ࡸ㝽
㛫ࢆそ࠺ࡇࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ྾ẼཱྀẼཱྀࢆタࡅࢀࡤࠊᝏ⮯ࢆ  ࢝ᡤ㞟ࡵࡿࡇ
ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋẼཱྀ⬺⮯タഛࢆྲྀࡾࡅࢀࡤࠊᝏ⮯ࡢᣑᩓࢆᖜᢚไ࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊ㭯ᒸᕷࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡋࡓࡀࠊᐁ⬟ヨ㦂࠾࠸࡚ⓗ࡞ຠᯝ
ࢆᐇឤ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࡣ⮳ࡽ࡞ࡗࡓࡀࠊ␆⏘ᴗࡶ࡞࠺
ᝏ⮯ࢆᢚไࡍࡿࡇࡣࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢゎỴྥࡅ࡚ᚋࡶດຊࡋ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸲㸬ᴗ⦼
㸯㸧ᴗ⦼ 㸦ᮏᖺᗘࡢᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ➼㸧
ㄽᩥ➼
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$.RX]XPD1.DNX.:DWDQDEH  0LFURELDOHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQLQULFH
SDGG\ILHOGVUHFHQWDGYDQFHVDQGSHUVSHFWLYHVLQUKL]RVSKHUHPLFURELDOIXHO
FHOOV$SSOLHG0LFURELRORJ\DQG%LRWHFKQRORJ\  
$8HNL76KLEX\D1.DNX.8HNL  $PLQRFHOODO\VLQRO\WLFDJHQQRY
VSQRYD/O\VLQHGHJUDGLQJVWULFWO\DQDHURELFEDFWHULXPLQWKHFODVV
&ORVWULGLDLVRODWHGIURPDPHWKDQRJHQLFUHDFWRURIFDWWOHIDUPV$UFKLYHV
RI0LFURELRORJ\  
$8HNL0:DWDQDEH<2KWDNL1.DNX.8HNL  3URSLRQLVSLUDDUFXDWD
VS QRY LVRODWHG IURP D PHWKDQRJHQLF UHDFWRU RI FDWWOH ZDVWH DQG
UHFODVVLILFDWLRQRI=\PRSKLOXVUDIILQRVLYRUDQVDQG=\PRSKLOXVSDXFLYRUDQV
DV3URSLRQLVSLUDUDIILQRVLYRUDQVFRPEQRYDQG3URSLRQLVSLUDSDXFLYRUDQV
FRPE QRY DQG HPHQGHG GHVFULSWLRQ RI WKH JHQXV 3URSLRQLVSLUD
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI6\VWHPDWLFDQG(YROXWLRQDU\0LFURELRORJ\  


ᏛⓎ⾲➼
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≀⇞ᩱ㟁ụࡢタ⨨ࡀỈ⏣ᅵተ୰࠾ࡅࡿ࣓ࢱࣥ⏕ᡂ࠼ࡿᙳ㡪⎔ቃᚤ⏕≀
⣔Ꮫྜྠ  ㅮ₇せ᪨㞟㸦ᯇ㸧
┈Ꮚᣅ☻࣭ຍ᮶ఙኵ࣭ఀ⸨⣫࣭Ლཎᬗᙪ࣭Ώ㒊ᚭ  ୗỈฎ⌮Ỉࡢᚠ⎔⏝
ࡼࡿ㣫ᩱ⏝⡿᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿቑⓎ㟁ᖹᡂ  ᖺᗘᅵᮌᏛᮾᨭ㒊
ᢏ⾡◊✲Ⓨ⾲㸦ከ㈡ᇛᕷ㸧
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研究課題名

低炭素社会に向けた未利用バイオマス資源活用
山形大学理学部物質生命化学科
大 谷

典 正

１．緒言
シ ス -1,4 ポ リ イ ソ プ レ ン を 含 む 天 然 ゴ ム は 熱 帯 地 域 に 植 生 す る Hevea

brasiliensis の産出するラテックスから得られるが、東南アジアを中心とした耕作地
域では十分とはいえず他地域での新たな新規作付けが行われている。天然ゴムは、
2000 種類もの植物が生産するとされており半砂漠地帯で育つ潅木の Parthenium

argentatum から得られるグアユールゴムに代表されるような代替天然ゴム活用研究
も加速してきている。実際には Hevea ゴムのみが優れた加硫物性と未加硫物性を示
すことから、様々な植物由来の天然ゴム資源実用化に向けてのゴム生合成や分子構造
といった基本的な情報蓄積が求められている。そこで、Hevea ゴムと同様にラテック
スで産出されるキノコゴムやイチジク属ゴムをモデルとして天然ゴムの生合成機構
を検討してきた。これらゴムの詳細な分子構造解析と生合成過程により、高機能なゴ
ム材料の創生をめざした研究を展開している。これら低炭素社会に向けた未利用バイ
オマス資源活用や天然ゴム改質研究は新たな天然資源の開発にむけての大きな一歩
として期待できる。

２．天然ゴムの構造と生合成機構

Hevea ゴムの両末端を含む詳細な分子構造は不明であるため、ゴム生合成機構につ
いてもゴム分子鎖の開始段階並びに分子量を制御する機構については知見がなかっ
た。セイタカアワダチソウやヒマワリの葉から抽出される分子量数万からなる天然ゴ
ムではポリプレノールと同様の分子構造をもつことから、ジメチルアリル 2 リン酸
(DMAPP)にイソペンテニル 2 リン酸(IPP)が 2 個または 3 個トランス型に縮合してでき
る FPP または GGPP を開始基質として、IPP がシス型に縮合を繰り返して鎖長を伸長す
ること推定された。しかし、Hevea ゴムをはじめとするラテックス状で産出されるゴ
ムにはジメチルアリル型末端基が存在しない。しかし Hevea ラテックスに FPP を加え
て in vitro 生合成されるゴムには
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３．未利用バイオマス資源活用
天然ゴムの主たる使用目的であるタイヤには、低炭素社会に向け高い次元での安全
性、耐久性、低燃費性のバランスが要求されてきている。様々な化学修飾による高機
能化が行われているが、ゴム分子のミクロ構造が既知であるセイタカアワダチソウな
ど雑草由来のゴムは三次元立体構造を制御した高機能ゴム分子の創生が期待できる。
一般に高分子材料の微細構造制御は極めて不完全であり、本来の高分子が有している
はずの能力値の数％しか発揮されていない。タンパク質や DNA といった生体高分子は、
それ自体が特定の構造をもち合成高分子では想像もつかない高度機能を発揮する。三
次元構造の制御されていない天然ゴム（Hevea ゴム）でさえも、総合的に優れた物性
を示し、トラックや航空機のタイヤなど過酷な条件下では合成ゴムによる代替が利か
ない。このように生物体内での合成反応を触媒する酵素は位置及び立体特異性が厳密
なため分子変換には極めて有効と考えられる。これらの知見に基づき、遺伝子工学的
手法を用いることによりゴム分子鎖の一次構造を高度に制御し、さらに官能基を導入
することで、ナノ領域での精密立体制御が可能な材料が期待できると考えた。そこで、
開始段階、並びに成長段階で働く酵素の酵素-基質のシミュレーション計算をもとに、
反応性の高い非天然基質の導入やモノマーの改変等への取り組みを行っている。また、
培養細胞によるゴム生産能を向上させるために種々の培養条件を検討したところ、セ
イタカアワダチソウでは元の植物体に比べて 5 倍以上の長鎖長のゴム生産能の獲得に
成功した。これらの雑草の培養細胞研究はゴム生産系の構築のみならず、１年程度の
短期間でゴム生産能を観察できることから、天然ゴム生合成機構の解明にむけて多く
の情報を与えてくれるものと考えられる。

４．業績（本年度の学会発表・論文等）
学会発表
（１）齋藤寛也、中村武志、大谷典正、チチタケ由来 cis-prenyltransferase の鎖長
制御機構,

平成 27 年度化学系学協会東北大会、米沢

（２）長岐正彦、大久保雄飛、佐上博、大谷典正、基質アナログを用いたイソプレン
鎖延長酵素の基質特異性 、平成 27 年度化学系学協会東北大会、米沢
（３）大久保雄飛,門崎雅史, 中村武志, 大谷典正、カルス由来の SRPP 発現および機
能解析、平成 27 年度化学系学協会東北大会、米沢
（４）、門崎雅史、中村武志、大谷典正、Hevea brasiliensis カルスにおける天然ゴ
ム生産、農芸化学会東北大会、札幌
（５）大谷典正、低炭素社会に向けた天然ゴム資源活用、天然ゴムシンポジウム、京
都
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３．結果（抑制および利用促進への提言）
シュートの伸長速度は匍匐で 18.7cm/日に
対し、登攀および下垂シュートでは 13cm/日
程度だった。匍匐シュートの分枝率は 93.6％
で登攀・下垂シュート（57.6、67.7％）より
も高かった(図－１)。登攀と下垂シュートは、
支柱の最先部位で集中して分枝していた。葉
面積は匍匐に比べ、登攀および下垂シュート
で大きく、他の指標（LMR や LAR）の測定

図－1．各シュートの分枝率

結果からも、登攀および下垂シュートの方が
匍匐シュートに比べて葉への相対的投資が高
いことが明らかになった。（図－２）
自然群落において登攀が観察された支柱の
最大直径は 15.6cm であったが、全体の 95%
以上は 5cm 以下であり、6cm 以上のものは極
端に少なかった。また、パイプを与えた登攀
実験でも、直径の増加に伴い登攀成功率は低
図－２．各シュートの個葉面積

下し、最小の直径 1.8cm に対する登攀成功率

が 70%を超えたのに対し、直径 11.4cm 以上では 0％だった（図－３）。
以上のことからクズの繁茂の仕方は以下のようにまとめられる。地上を匍匐するシ
ュートは登攀や下垂シュートに比べ伸長速度が速く、伸長速度が高く、かつ分岐が旺
盛であった。このことが、匍匐シュートが支柱に到達する確率を高めていると考えら
れる。こうして支柱に到達したシュートは、直径 5cm 以下の支柱には巻き付いて登
攀を開始できるのに対して、15cm 以上の支柱には登攀できない。したがって、クズ
を飼料などの資源として利用す

100

る際には細い支柱を与えて生育
脇 等 で 繁 茂 を抑え た い構造体
（ガードレールなど）では直径
15cm 以上の資材を利用するこ
とが望ましい。支柱を登攀した

80
登攀成功率(%)

させるのが望ましく、逆に道路

60
40
20
0

0

シュートは、支柱の先端に到達

1.8

4.8

7.6

11.4

0
14.0

塩ビパイプ直径(cm)

すると複数のシュートに分かれ
て下垂しており、この性質が自
然植生においてマント群落を形

図－３．支柱（塩ビパイプ）の直径ごとの登攀成功率
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ࡋ࠸ࠋᚋࡣࠊᨭᰕࡘ࠸࡚ࡶྍ㣗ࡢ⣲ᮦࢆ᳨ウࡍࡿ࡞ࡢᕤኵ㸦࠼ࡤࢺ࢘ࣔࣟࢥ
ࢩࡢ⏝㸧ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸲㸬ᴗ⦼
㸯㸧ᮏᖺᗘࡢᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ➼
㸦㸯㸧ᩪ⸨ᖿಖ࣭ᑠᒣᾈṇ(2015) ࢡࢬࡀⓏᨒྍ⬟࡞ᨭᰕࡢ┤ᚄࡢほᐹ㸬➨ 19 ᅇᮾ
᳃ᯘ⛉Ꮫ. ㅮ₇せ᪨㞟 48㸬2014.9㸬2㸬㸦⚟ᓥᕷ㸧㸬
㸦㸰㸧ᩪ⸨ᖿಖ࣭ᑠᒣᾈṇ㸦㸧ࢡࢬࡀⓏᨒྍ⬟࡞ᨭᰕࡢ┤ᚄࡢ᥎ᐃ᪥ᮏ᳃ᯘᏛ
 㸫 ➨ 126 ᅇ᪥ᮏ᳃ᯘᏛ㸦ᮐᖠ㸧㸬
㸦㸱㸧ᴬཎᖾỤ࣭ᑠᒣᾈṇ㸦㸧ࢡࢬࡢࠊⓏᨒࠊୗᆶྛẁ㝵࠾ࡅࡿᙜᖺࢩࣗ
࣮ࢺࡢᙧ≧ࡢ㐪࠸㸬➨ 126 ᅇ᪥ᮏ᳃ᯘᏛ 㸫 㸦ᮐᖠᕷ㸧㸬
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◊✲ㄢ㢟ྡ

ሙɢɜȝɛɆ࿈ˁ̓࿈᭮୳ɁɵʋɴʽˁɬʕɴʽʚʳʽʃȾ
ᩜȬɞᆅሱ
ࠞढޙ۾ᣁޙ᪀ࠖɗɑȟȲʟɭ˂ʵʓᇼޙʅʽʉ˂
շ ႎ

 ܁

㸯㸬⥴ゝ
 ⤥㣫ᩱ୰ࡢ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫࡣࠊ⫧⫱∵ࡢᒀ▼ࡸங⏝∵ࡢప࢝ࣝࢩ࣒࢘⾑࡞
ࡢᰤ㣴㞀ᐖ㛵ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢண㜵ࡢᣦᶆࡣ DCAD㸦Dietary Cation-Anion
Difference㸧್ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ✄ࢃࡽࡣ㔜せ࡞㣫ᩱ㈨※࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢᅇ
ᮇࡣኳೃࡀᏳᐃ࡞ࡓࡵ㝆㞵ࡼࡗ࡚࢜ࣥྵ᭷⋡ኚࡀ㉳ࡇࡿࡇࡀணࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊேᕤ㝆㞵ࡼࡿ㝆Ỉ㔞ษ᩿ࡢ᭷↓࠾ࡼࡧ㣗⏝ရ✀㣫ᩱ⏝
⡿ရ✀ࡢ㐪࠸ࡀ✄ࢃࡽࡢ࢜ࣥྵ᭷⋡࠾ࡼࡧ DCAD ್࠼ࡿᙳ㡪࡞ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㸰㸬ᮦᩱཬࡧ᪉ἲ
ᐇ㦂  ✭✄ࢃࡽࡢษ᩿㝆Ỉ㔞ࡢ㐪࠸ࡀ DCAD ್ཬࡰࡍᙳ㡪
 ᒣᙧᏛ㎰Ꮫ㒊㝃ᒓࡸࡲࡀࡓࣇ࣮ࣝࢻ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮㎰ሙ࡛ 2013 ᖺ✭ࡋࡓ 3
ရ✀㸦ࢥࢩࣄ࢝ࣜࠊࡣ࠼ࡠࡁࠊ㓇⏣ዪ㭯㸧ࡢ✄ࢃࡽࢆ↓ษ᩿࠾ࡼࡧ 3 ➼ศษ᩿ࡋࠊ
㝆Ỉ㔞ࡀ 0mmࠊ20mmࠊ40mmࠊ60mmࠊ80mmࠊ100mm ࡞ࡿࡼ࠺ᩓỈࡋࡓᚋࠊ
࣒࢝ࣜ࢘(K)ࠊࢼࢺ࣒ࣜ࢘(Na)ࠊ◲㯤(S)ࠊሷ⣲(Cl)ࡢྵ᭷⋡ࡢ

ᐃࢆ ICP Ⓨගศගศ

ᯒ⨨࢜ࣥࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ㸦DX-500㸧ࢆ⾜࠸ࠊDCAD㸦mEq/DM 100g㸧=(Na
㸩+K㸩)-(S2̺+Cl̺)ࡢᘧࡼࡾ DCAD ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ

ᐇ㦂  㣫ᩱ⏝⡿࠾ࡼࡧ㣗⏝⡿ရ✀✄ࢃࡽࡢ࢜ࣥྵ᭷⋡࠾ࡼࡧ '&$' ್
 ㎰◊ᶵᵓ୰ኸ㎰ᴗ⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦᪂₲┴ୖ㉺ᕷ㸧࡛ 2014 ᖺ✭ࡋࡓ㣫ᩱ⏝
7 ရ✀㸦ክ࠶࠾ࡤࠊ࡞ࡘ࠶࠾ࡤࠊ࣍ࢩ࢜ࣂࠊ࣑࣐ࣔࣟࣥࠊࡇ࠶࠾ࡤࠊࡺࡵࡉࡾࠊ
㝣 193 ྕ㸧ࠊ㣗⏝ 1 ရ✀㸦᪥ᮏᬕ㸧ࡢ↓ษ᩿✄ࢃࡽࠊ㝆Ỉ㔞ࡀ 0mm  100mm
࡞ࡿࡼ࠺ᩓỈࡋࠊᐇ㦂 1 ྠᵝศᯒࡋࡓࠋ
ᐇ㦂  ⛅ᒣ∾ሙࡢ⤥㣫ᩱࡢ࢝ࢳ࣭࢜ࣥࢽ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ
 ┿ᐊᕝ⏫Ⴀ⛅ᒣ∾ሙࡢ✄ࢃࡽ✄Ⓨ㓝⢒㣫ᩱࢆయࡋࡓ⦾Ṫ∵⏝㣫ᩱࢆ㸰ᮇ
᥇ྲྀࡋࠊᐇ㦂 1 ྠᵝศᯒࡋ㣫ᩱయࡢ DCAD ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
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㸱㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
ᐇ㦂㸯 ✭✄ࢃࡽࡢษ᩿㝆Ỉ㔞ࡢ㐪࠸ࡀ DCAD ್ཬࡰࡍᙳ㡪
  ᖺࡢሗ࿌ྠᵝࠊ㸱ရ✀ࡶ㹉 Cl ྵ᭷⋡ࡣ㝆Ỉ㔞ࡢቑຍకࡗ࡚᭷ព
ῶᑡࡋࠊNa  S ྵ᭷⋡ࡣ㝆Ỉ㔞ࡢ㐪࠸ࡼࡿᙳ㡪ࡀࢇ࡞ࡗࡓࠋDCAD ್
ࡢኚືࡣ K  Cl ࡢ⁐⬺ᙉࡃᙳ㡪ࡉࢀࠊ㝆Ỉ㔞ࡢቑຍࡼࡗ࡚᭷ពపୗࡋࡓࠋࡲ
ࡓ✭ࡢ✄ࢃࡽษ᩿ࡢ᭷↓ࡀ DCAD ್ᙳ㡪ࡍࡿࡇࡣᑡ࡞ࡃࠊࢥࣥࣂࣥ✭
ษ᩿ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸⪃࠼ࡽࢀࡓ㸦➨  ᅗ㸧ࠋ

        ↓ษ᩿                   ษ ᩿


  ➨  ᅗ ͂ࡣ࠼ࡠࡁ̓✄ࢃࡽࡢ⿕㞵㔞࣑ࢿࣛࣝྵ㔞࠾ࡼࡧ DCAD ್


ᐇ㦂㸰 㣫ᩱ⏝⡿࠾ࡼࡧ㣗⏝⡿ရ✀✄ࢃࡽࡢ࢜ࣥྵ᭷⋡࠾ࡼࡧ DCAD ್
 㣫ᩱ⏝⡿ရ✀ࡣ K  Cl ྵ㔞ࡀ㧗ࡃࠊ≉ Cl ྵ㔞ࡀ㣗⏝⡿ရ✀ࡼࡾ㧗࠸ഴྥࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊရ✀㛫ᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㣫ᩱ⏝⡿ရ✀ࡀ㣗⏝⡿ရ✀ẚ࡚ DCAD
್ࡀᴟᗘ㧗࠸ഴྥࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸦➨ 1 ⾲㸧ࠋ

ᐇ㦂  ⛅ᒣ∾ሙࡢ⤥㣫ᩱࡢ࢝ࢳ࣭࢜ࣥࢽ࢜ࣥࣂࣛࣥࢫ
 㧗 DCAD ್࡛⤥ྜࡢ㧗࠸⏕ࢃࡽࢧ࣮ࣞࢪࢆῶࡽࡋ∾ⲡࢧ࣮ࣞࢪ⨨ࡁ
࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ⤥㣫ᩱ୰ࡢ DCAD ್ࢆୗࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸦➨  ⾲㸧ࠋ
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４．提言
高品質和牛肉の輸出拡大が進んでおり、山形県においても取り組みが強化されよう
としている。高品質化とともに健全性に配慮した地域ブランド肉牛生産には、多面的
な栄養指標を導入した統一生産基準が販売戦略上からも重要になっている。
５．業績（本年度の学会発表・論文等）
１．論文
金錫九・吉田宣夫・松山裕城・堀口健一（2015）: 肥料および調製方法の違いが稲わ
らのミネラル含量と DCAD 値に及ぼす影響. 日本草地学会誌 61.掲載予定.
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◊✲ㄢ㢟ྡ

ᓦȽ᭮୳ႊዢՒɆሙɢɜႆႇɁȲɔɁᑇڗከျศɁ೫
ࠞढޙ۾ᣁޙ᪀ࠖɗɑȟȲʟɭ˂ʵʓᇼޙʅʽʉ˂
ʹ ȁ జ

ႏ 

㸯㸬⥴ゝ
┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣ⏫ෆࡢ✄స㎰ᐙ␆⏘㎰ᐙ㸦ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮㸧ࡀ㐃ᦠࡋࠊ㣫ᩱ⏝⡿ࡸ
✄ࢃࡽࢆᐙ␆㣫ᩱࡋ࡚⏝ࡋࠊᐙ␆ࡩࢇሁ⫧ࢆỈ⏣⏝ࡍࡿᆅᇦෆ㈨※ᚠ⎔ࢆࡣ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞␆⏘ࢆ᰾ࡍࡿ㎰ᴗ⏕⏘ࢧࢡࣝ࠾࠸࡚ࠊⰋ㉁࡞㣫ᩱ࡞
ࡿỈ✄ࡢᏳᐃ⏕⏘ᢏ⾡ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
Ỉ⏣ࡣ୍➹ࡇᵝࠎ࡞⫧ᇵ⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ✄ࢃࡽࡢᣢࡕฟࡋࠊሁ⫧ࠊᏛ
⫧ᩱࠊᅵተᨵⰋ㈨ᮦࡢ⏝ࡢ᭷↓࡞ࡼࡗ࡚ᅵተࡢ⌮Ꮫᛶࡣኚࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅵ
ተࡢྍ⤥ែ㣴ศ㔞ࡣỈ✄ࡢ⏕⏘ᛶ┤⤖ࡍࡿࠋ୍⯡✄ࢃࡽࡣࢥࣥࣂ࡛ࣥࡢ✭
Ỉ⏣ᩓᕸࡉࢀࡿࠋỈ⏣⏝ࡉࢀࡓ✄ࢃࡽࡣᅵተ᭷ᶵ≀ࡸ㣴ศࡢ౪⤥※࡞ࡿࠋ
⪔␆㐃ᦠࡼࡾ✄ࢃࡽࡀỈ⏣ࡽᣢࡕฟࡉࢀ࡚ࡶࠊ✄ࢃࡽࡢ⏝ຠᯝࡣሁ⫧ࡢ⏝࡛
௦᭰ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊሁ⫧ྵࡲࢀࡿᡂศ㔞ࡸ⏝㔞ࡀ㐣࡞ሙྜࡣỈ✄ࡢ
㔞ࡸရ㉁ࡢపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍཎᅉ࡞ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣ✄ࢃࡽሁ⫧ࡢ⏝≧ἣࡢ␗࡞ࡿỈ⏣ᅵተࢆᑐ㇟ࠊᅵተ᭷ᶵ≀ࡢ✚
ᅵተࡢ❅⣲౪⤥⬟ຊ㛵ࡍࡿ⌮Ꮫᛶࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
㸰㸬ᮦᩱཬࡧ᪉ἲ
㎰ᐙࡀ⟶⌮ࡍࡿ  ᅡሙࢆㄪᰝỈ⏣ࡋࡓࠋྛᅡሙࡢ✄ࢃࡽሁ⫧ࡢ⏝≧ἣࡣ㎰
ᐙ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡋࡓࠋ౪ヨᅵተࡣ  ᖺࡢ⫧ཬࡧ⪔㉳๓సᅵࡽ᥇ྲྀࡋࡓࠋ
ᐃ㡯┠ࡣᐜ✚㔜ࠊS+ࠊⅣ⣲㔞ࠊ❅⣲㔞ࠊⅣ⣲⋡㸦&1 ẚ㸧
ࠊྍ⤥ែ❅⣲㔞㸦㢼
ᅵࢆ  㐌㛫‣Ỉᇵ㣴ࡋ࡚
‣Ỉᇵ㣴ࡋ࡚

ᐃࡋࡓ↓ᶵ❅⣲㔞㸧ࠊᅵຠᯝ㸦㢼ᅵ⏕ᅵࢆ  㐌㛫

ᐃࡋࡓ↓ᶵែ❅⣲㔞ࡢᕪ㸧ࠋ


㸱㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊㄪᰝỈ⏣ࡢ✄ࢃࡽሁ⫧ࡢ⏝≧ἣࡣḟࡢ  ࡘࢃࡅࡽࢀ
ࡓ㸸✄ࢃࡽࢆ⏝ࡋ࡚ሁ⫧ࢆ↓⏝㸦 ᅡሙ㸧ࠊ✄ࢃࡽࢆᣢࡕฟࡋ࡚ሁ⫧ࢆ⏝㸦
ᅡሙ㸧ࠊ✄ࢃࡽሁ⫧ࡢ୧᪉ࢆ⏝㸦 ᅡሙ㸧ࠋㄪᰝỈ⏣ࡢ✄ࢃࡽ⏝ࡢ⥅⥆ᖺᩘࡣ 
ᖺ௨ୖࠊሁ⫧⏝ࡢ⥅⥆ᖺᩘࡣ  ᖺ㹼 ᖺ௨ୖࡔࡗࡓࠋሁ⫧ࡣ∵ࡩࢇࢆཎᩱࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
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Ỉ⏣ᅵተࡢ⌮Ꮫᛶࡢᇶ‽ࡋ࡚ᆅຊቑ㐍ᇶᮏᣦ㔪㸦 ㎰ᯘỈ⏘┬㸧ࡢᨵၿ┠ᶆ
್ࢆ⏝࠸ࠊ౪ヨᅵተࡢ S+ࠊⅣ⣲㔞ࠊྍ⤥ែ❅⣲㔞ࢆᨵၿ┠ᶆ್ẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊS+ ࡣ┠ᶆ್ෆࡢᅵተࡀ  ᅡሙࡋ࡞ࡃࠊࡢᅵተࡣ┠ᶆ್ࢆୗᅇࡗࡓ㸦➨  ᅗ㸧ࠋ
Ⅳ⣲㔞ࡣࡍ࡚ࡢᅵተ࡛┠ᶆ್㐩ࡋ࡚࠸ࡓ㸦➨  ᅗ㸧ࠋྍ⤥ែ❅⣲㔞ࡣ┠ᶆ್ෆ
ࡢᅵተࡀ  ᅡሙࡔࡅ࡛ࠊࡢᅵተࡣ┠ᶆ್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ㸦➨  ᅗ㸧ࠋ



➨  ᅗ S+ ᨵၿ┠ᶆ್⅊Ⰽ࡛♧ࡋࡓ S+㹼 ࡀ┠ᶆ್






➨  ᅗ Ⅳ⣲㔞ᨵၿ┠ᶆ್⅊Ⰽ࡛♧ࡋࡓ JNJ ௨ୖࡀ┠ᶆ್
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➨  ᅗ ྍ⤥ែ❅⣲㔞ᨵၿ┠ᶆ್⅊Ⰽ࡛♧ࡋࡓ 㹼PJNJ ࡀ┠ᶆ್


ᐃࡋࡓᅵተࡢ⌮Ꮫᛶࡣ࠸ࡎࢀࡶ✄ࢃࡽሁ⫧ࡢ⏝≧ἣࡼࡿ⤫ィⓗ࡞ᕪࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸦➨  ⾲㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡽࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝỈ⏣࠾ࡅࡿሁ⫧ࡢ⏝
ࡣࠊᅵተ᭷ᶵ≀ࡢ✚ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡇࠊS+ ࡢపୗࡸྍ⤥ែ❅⣲㔞ࡢ㐣ࡢせ
ᅉ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

➨  ⾲ ✄ࢃࡽሁ⫧ࡢ⏝≧ἣࡈࡢᅵተ⌮Ꮫᛶࡢᖹᆒ್

㼜㻴
✄䜟䜙㻛ሁ⫧ ᐜ✚㔜
㻙㻟
⏝≧ἣ 㻔㻹䡃㻌㼙 㻕
✄䜟䜙
㻜㻚㻣㻠
㻡㻚㻤
ሁ⫧
㻜㻚㻣㻣
㻢㻚㻜
✄䜟䜙䞉ሁ⫧
㻜㻚㻣㻠
㻡㻚㻣

Ⅳ⣲㔞 ❅⣲㔞 㻯㻛㻺ẚ ྍ⤥ែ❅⣲㔞 ᅵຠᯝ
㻔㼓㻌㼗㼓㻙㻝 㻕
㻠㻞㻚㻡
㻠㻡㻚㻝
㻠㻥㻚㻜

㻔㼓㻌㼗㼓㻙㻝 㻕
㻟㻚㻟
㻟㻚㻡
㻟㻚㻢

㻝㻞㻚㻟
㻝㻞㻚㻣
㻝㻟㻚㻟

㻔㼙㼓㻌㼗㼓㻙㻝 㻕
㻞㻠㻟
㻞㻟㻡
㻞㻟㻝

㻔㼙㼓㻌㼗㼓㻙㻝 㻕
㻝㻤㻞
㻝㻢㻤
㻝㻤㻝



 ᮏ◊✲ࡣከࡃࡢㄪᰝỈ⏣࡛ྍ⤥ែ❅⣲㔞ࡀ┠ᶆ್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡇࡽࠊሁ⫧ࡢ
⏝㔞ࡣὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᒣᙧ┴㸦㸧࡛ࡣࠊᅵተࡢྍ⤥ែ❅⣲㔞ࡀ PJ
NJ ࢆ㉸࠼ࡿỈ⏣ሁ⫧ࢆ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᇶ‽ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ  ᅡሙ࡛ࡇ
ࡢ್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ  ᅡሙࡣ✄ࢃࡽࢆ⏝ࡋ࡚ሁ⫧ࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡽࠊ
ᚋࡶࡇࡢ⟶⌮ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

㸲㸬ᴗ⦼㸦ᮏᖺᗘࡢᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ➼㸧
 ≉࡞ࡋ
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◊✲ㄢ㢟ྡ

ᅊࡺ႔ᇻࠞکɥಎȻȪȲ֚ࢳᬶᜣ̜ഈǾɽʽʒʳɹʉ˂Ǿ
ÔÍÒ ʅʽʉ˂Ⱦɛɞ٥ڒᣁഈୈɁӛ
ࠞढޙ۾ᣁޙ᭥୳ႆ֤ၥޙہᇼ
ᗵ ᇼ

 

㸯㸬⥴ゝ
ࢃࡀᅜࡢ␆⏘㎰ᐙ࠾࠸࡚ࠊ㏆ᖺࠊ㧗㱋ࡸ㣫ᩱ౯᱁ࡢ㧗㦐ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
␆⏘㎰ᐙࡣᖺࠎῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊ≉୰ᑠつᶍࡢ␆⏘㎰ᐙࡣࠊ⤒Ⴀࡢ⥔ᣢࡀࡼࡾ
㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡇࡢၥ㢟ᑐࡋࠊ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣࠊබඹ∾ሙ࡛࠶
ࡿ⛅ᒣ∾ሙࢆ᰾ࡋ࡚ࠊ࿘ᖺ㡸クᴗࠊࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮㸦㣫ᩱ✭࣭ሁ⫧ᩓᕸ➼ࡢస
ᴗཷク⤌⧊㸧ࡸ TMR ࢭࣥࢱ࣮㸦⢒㣫ᩱ⃰ཌ㣫ᩱࢆΰྜࡋࡓ⏫ෆ⮬⤥㣫ᩱࡢ౪⤥
タ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ⪔␆㐃ᦠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡃࡘࡢసᴗࢆศᴗࡍࡿࡇ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ␆⏘㎰ᐙࡢᚋࡢ⤒Ⴀࡢᣢ⥆ᛶྥୖᐤࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ┿ᐊᕝ⏫ࡀྲྀࡾ⤌ࡴ⪔␆㐃ᦠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ࠺ࡕࠊࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮↔
Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ┿ᐊᕝ⏫ࡣ 8 ࡘࡢࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢከࡃࡣࠊ㎰ᐙࡀ࢜
࣮࣌ࣞࢱ࣮ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ 3 ࡘࡢࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡋ
࡚ᚑࡋ࡞ࡀࡽࠊ㓗㎰ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ␆⏘㎰ᐙ A Ặࢆㄪᰝᑐ㇟ࡋࠊA Ặࡀ 3 ࡘࡢࢥࣥ
ࢺࣛࢡࢱ࣮ཧຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆཷࡅࠊࡑࡢຠᯝࡀ A ẶࡢႠࡴ㓗
㎰ࡢࡼ࠺㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋ
㸰㸬ㄪᰝࡢ᪉ἲ
ᒣᙧ┴┿ᐊᕝ⏫࠾࠸࡚㓗㎰ࢆ⤒Ⴀࡋࠊ3 ࡘࡢࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆࡋ
࡚࠸ࡿ A Ặࢆㄪᰝᑐ㇟ࡋࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ 2 Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ1 Ⅼ┠ࡣࠊA Ặࡢ⤒Ⴀ࠾ࡅࡿ㣫㣴㢌ᩘࠊ✄సస㠃✚ࠊ㣫ᩱస㠃✚࠸ࡗࡓ
⤒Ⴀつᶍ࡛࠶ࡿࠋ2 Ⅼ┠ࡣࠊᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ 3 ࡘࡢࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢࡼ࠺㛵ࢃࡾࠊ
ࡑࢀࡼࡗ࡚ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
A Ặࡣ㓗㎰࣭✄స࣭㣫ᩱసࡢ 3 ࡘࡢ㒊㛛ࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ(➨ 1 ⾲)ࠋA Ặࡢ⤒Ⴀ࡛ࡣ
A ẶࡢࠊA Ặࡢ∗ࠊA Ặࡢጔࡀປാຊ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦➨ 2 ⾲㸧ࠋA Ặࡣࢥࣥࢺࣛࢡ
ࢱ࣮࡛ᚑࡍࡿ㝿ࡶᮅኤ᪉ࡢ㓗㎰ࡢసᴗࡣḞࡉࡎࠊ㓗㎰ࡢࡢྜ㛫࡛ࢥࣥࢺࣛ
ࢡࢱ࣮ᚑࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣᙧ┴┿ᐊᕝ⏫ࡣ 8 ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊA
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Ặࡣ A࣭B࣭H ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ặࡣ A ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮
࡛ WCS ⏝✄ࡢ✭ࠊB ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛∾ⲡࡢสྲྀࠊH ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛✄ࢃࡽ
㞟ࡢసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
A ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࡣ␆⏘㎰ᐙ⪔✀㎰ᐙࡀጤクࡋ࡚࠸ࡿࠋእ㒊ࡽཷࡅࡓጤク
࠾࠸࡚ A Ặࡣ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡋ࡚ 12 ᪥ᚑࡋࠊ9  6 ༓㸦8 ༓᪥㸧ࡢసᴗሗ㓘
ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ␆⏘㎰ᐙࡽጤクࡉࢀࡓ WCS ⏝✄ࡢ✭࡛ࡣጤクࡋࡓ㎰ᐙ⮬㌟ࡀ✭
ࡋࡓ WCS ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⪔✀㎰ᐙࡽጤクࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣࠊ✭ࡋࡓ WCS ࡣ A
ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࢆࡋࠊA Ặࡀ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ặࡣྜィ 350a ࡢጤク㠃✚ࡽ✭
ࡉࢀࡓ WCS ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋWCS ࡢ㔞ࡣ 10a ࠶ࡓࡾ࡛᭱ 8 ࣮ࣟࣝࠊ᭱ᑠ࡛ 6 ࣮ࣟ
࡛ࣝ࠶ࡿࠋA Ặࡀᚓࡓ WCS ࢆᐇ㝿㉎ධࡋࡓ㝿ࡿ㔠㢠ࡋ࡚᥎ィࡍࡿࠊ
㔞ࡀ᭱ᑠ࡛ 63 ࠊ࡛᭱ 84 ࡞ࡿ(➨ 3 ⾲)ࠋ࡞࠾ࠊ᥎ィ⏝࠸ࡓ㉎ධ㔠㢠ࡣ
A Ặࡀ 2013 ᖺᗘ㉎ධࡋࡓࡶࡢࡢ౯᱁㸦1 ࣮ࣟࣝ 3 ༓㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊA ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ࡣ A Ặࡀ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ WCS ⏝✄ࡢ✭ࡶጤクࡋ࡚࠾ࡾࠊ
⮬ࡽ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡋ࡚సᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ཧຍࡍࡿࡇ࡛ࠊᶵᲔ
ࡢᑟධ㈝⏝ࢆᢚ࠼࡚ࠊWCS ⏝✄ࡢ✭㛵ࢃࡿసᴗࡢᶵᲔࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
B ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛ࡣ∾ⲡࡢสྲྀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋA Ặࡀసࡋ࡚࠸ࡿ∾ⲡࡢสྲྀస
ᴗࢆ B ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮ጤクࡋࠊ⮬ࡽ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡋ࡚సᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ
ࡼࡾࠊA Ặࡣጤクᩱࢆᨭᡶ࠺ࡇࡼࡾࠊ∾ⲡสྲྀ㛵ࢃࡿసᴗࡢᶵᲔࢆࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
H ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛ࡣࠊ✄ࢃࡽ㞟ࡢసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋA Ặࡢ㓗㎰⤒Ⴀ࡛⏕ࡌࡓሁ
⫧ጤク㎰ᐙࡢ✄ࢃࡽࢆࡍࡿࡇ࡛ A Ặࡣ✄ࢃࡽࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ⋓ᚓࡋࡓ✄ࢃࡽࡢ
⥲㔞ࡣ 500 ࣮࡛ࣟࣝ࠶ࡗࡓࠋA Ặࡣࡇࡢ✄ࢃࡽࢆࠊWCS ࡢ௦᭰㣫ᩱࡋ࡚ 100 ࣮ࣟ
ࣝศᦢங∵⤥ࡋ࡚࠸ࡿࠋWCS ࡢ௦᭰㣫ᩱࡋ࡚⏝ࡋ࡞ࡗࡓ 400 ࣮ࣟࣝศࡢ
✄ࢃࡽࡣ࡚༷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༷㔠㢠ࡣ 1 ࣮ࣟࣝ 3 ༓(⛯ᢤࡁ)࡛ࠊ120 ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡽ㈝⏝ࢆᘬ࠸ࡓࡶࡢࡀ A Ặࡢ✄ࢃࡽ༷ࡽᚓࡽࢀࡿᡤᚓ࡛࠶ࡿ㸦➨ 5 ⾲㸧ࠋ
WCS ࡢ௦᭰㣫ᩱࡋ࡚⤥ࡋ࡚࠸ࡿ 100 ࣮ࣟࣝࡢ✄ࢃࡽࢆ A Ặࡀ 2013 ᖺᗘ㉎ධ
ࡋࡓ WCS ࡢ౯᱁ࢆ⏝࠸ࠊWCS ࡢ㉎ධࡋࡓ㝿ࡿ㔠㢠᥎ィࡋࡓ㸦➨ 4 ⾲㸧ࠋ✄
ࢃࡽࡣ࣮ࣟࣝ 1 ಶࡢ㔜㔞ᕪࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ࣮ࣟࣝ 1 ಶࡢ㔜㔞ࡀ᭱ᑠ᭱ࡢሙྜ࡛᥎
ィࡋࡓࠋ✄ࢃࡽࢆ㔜㔞࡛᥎ィࡋࡓࡓࡵࠊ㉎ධࡋࡓ WCS ࡶ㔜㔞ྜࢃࡏ᥎ィࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ✄ࢃࡽ࣮ࣟࣝ 1 ಶࡢ㔜㔞ࡀ᭱ᑠࡢ㝿ࡣ 10  7 ༓ 143 ࡛ࠊ᭱ࡢ㝿ࡣ 16
 714 ࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢࡇࡼࡾࠊA Ặࡣ 3 ࡘࡢࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮࡛࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡋ࡚ᚑࡍࡿࡇ
࡛ࠊసᴗሗ㓘ࠊ✄ࢃࡽ༷ࡼࡿᡤᚓࠊ⋓ᚓࡋࡓ WCS࣭✄ࢃࡽࡼࡿ⢒㣫ᩱࡢ☜ಖࠊ
WCS࣭∾ⲡ࠸ࡗࡓ㣫ᩱ✭సᴗࡢᶵᲔ࠸࠺ຠᯝࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞
ࡗࡓࠋ⤒Ⴀつᶍࡽ᥎ィࡋࡓ A Ặࡢ㓗㎰㒊㛛✄స㒊㛛ࡽᚓࡽࢀࡿᡤᚓࡣ⣙ 1,118
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࡛࠶ࡾ㸦➨ 5 ⾲㸧ࠊA ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮⤌⧊ H ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮⤌⧊ࡽᚓࡽࢀࡿ
ᡤᚓࡣ࡛᭱ࡶ⣙ 114 ࡛ࠊ⥲ᡤᚓࡢ⣙ 9㸣㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡑࢀຍ࠼ࠊ⋓
ᚓࡋࡓ⢒㣫ᩱࢆ㔠㢠⟬ࡍࡿࠊ࡛᭱⣙ 100 ࡢࢥࢫࢺపῶຠᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨㻝⾲㻌㻭Ặ⤒Ⴀつᶍ
㓗㎰㒊㛛
✄స㒊㛛
㣫ᩱస㒊㛛
ᦢங∵䠖㻠㻜㢌
㼃㻯㻿䠖㻝㻞㻜䠽
ங∵䠖㻠㢌 㣗⏝⡿䠖㻣㻜㻜䠽 䝕䞁䝖䝁䞊䞁䠖㻠㻜㻜䠽
⫱ᡂ∵䠖㻝㻢㢌
∾ⲡ䠖㻟㻜㻜䠽
➨㻞⾲䚷㻝᪥䛾ᑵᴗ≧ἣ
㻭Ặ
㻡㻦㻜㻜 ᦢங
ᦢங∵䜈䛾㣫ᩱ⤥
㻥㻦㻟㻜 ༗๓୰䛿⤊

㻭Ặ䛾∗
㻢㻦㻜㻜 ⣅ᒀฎ⌮
⫱ᡂ∵䜈䛾㣫ᩱ⤥
㻤㻦㻟㻜 ༗๓୰䛿⤊
䛣䛾㛫䚸✄ససᴗ
㻝㻤㻦㻟㻜 ሁ⫧〇㐀
㻝㻥㻦㻟㻜 㻝᪥䛾సᴗ⤊

䛣䛾㛫䚸䜸䝨䝺䞊䝍䞊
㻝㻣㻦㻟㻜 㣫ᩱ⤥
㻝㻤㻦㻝㻡 ᦢங
㻞㻝㻦㻜㻜 㻝᪥䛾సᴗ⤊

㻠㻦㻟㻜
㻢㻦㻜㻜
㻤㻦㻟㻜
㻥㻦㻟㻜

㻭Ặ䛾ጔ
ᦢங‽ഛ䚸ᦢங
ᐙ
ᦢங䚸ᦢஙჾ䛾Ὑί
༗๓୰䛿ಟ

㻝㻣㻦㻜㻜 ⣅ᒀฎ⌮
㻝㻤㻦㻜㻜 ᦢங‽ഛ䚸ᦢங
㻝㻥㻦㻜㻜 㻝᪥䛾సᴗ⤊

➨㻟⾲㻌⋓ᚓ㼃㻯㻿䛾㉎ධ㔠㢠⟬
༢㻔䝻䞊䝹㻛㻝㻜㼍㻕 㠃✚䠄㼍䠅 ✭㔞㻔䝻䞊䝹㻕 ⟬㔠㢠㻔㻕
᭱ᑠ
㻢
㻟㻡㻜
㻞㻝㻜
㻢㻟㻜㻘㻜㻜㻜
᭱
㻤
㻟㻡㻜
㻞㻤㻜
㻤㻠㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻕㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ㉎ධ㼃㻯㻿౯᱁䛻䛶⟬ฟ
㻞㻕㻝䝻䞊䝹䛾㉎ධ౯᱁䛿㻟㻘㻜㻜㻜㻔⛯ᢤ䛝㻕
➨㻠⾲㻌㼃㻯㻿௦᭰✄䜟䜙䛾㔠㢠⟬
㻝䝻䞊䝹䛒䛯䜚⌧≀㔜㻔㼗㼓㻕 䝻䞊䝹ᩘ㻔ಶ㻕 ⥲㔜㔞㻔㼗㼓㻕 㼃㻯㻿䝻䞊䝹⌧≀㔜㻔㼗㼓䠅 㔠㢠㻔㻕
᭱ᑠ
㻝㻜㻜
㻝㻜㻜
㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻜 㻝㻜㻣㻘㻝㻠㻟
᭱
㻝㻡㻜
㻝㻜㻜
㻝㻡㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻜 㻝㻢㻜㻘㻣㻝㻠
㻝㻕㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ㉎ධ㼃㻯㻿౯᱁䛻䛶⟬ฟ
㻞㻕㻝䝻䞊䝹㻔⌧≀㔜䠖㻞㻤㻜㼗㼓㻕䛾㉎ධ౯᱁䛿㻟㻘㻜㻜㻜㻔⛯ᢤ䛝㻕
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷➨㻡⾲㻌㻭Ặ䛜ᚓ䛶䛔䜛ᡤᚓ䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄༢䠖䠅
ᡤᚓ※
㓗㎰㒊㛛
✄స㒊㛛
㻭䝁䞁䝖䝷䜽䝍䞊⤌⧊ 㻴䝁䞁䝖䝷䜽䝍䞊⤌⧊
ᡤᚓ※ヲ⣽
ᦢங∵
㣗⏝⡿స
సᴗሗ㓘
✄䜟䜙༷
ᡤᚓ

㻣㻘㻜㻡㻡㻘㻟㻢㻜

ྜィ

㻠㻘㻝㻞㻡㻘㻜㻜㻜
㻝㻝㻘㻝㻤㻜㻘㻟㻢㻜

㻥㻢㻘㻜㻜㻜
᭱ᑠ
᭱

᭱ᑠ
᭱

㻥㻥㻝㻘㻢㻢㻣
㻝㻘㻜㻠㻟㻘㻣㻡㻜
㻝㻘㻜㻤㻣㻘㻢㻢㻣
㻝㻘㻝㻟㻥㻘㻣㻡㻜

㸲㸬ᴗ⦼㸦ᮏᖺᗘࡢᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ➼㸧
㸧ㄽᩥ
⸨⛉ᬛᾏ࣭ཬᕝ㐩ஓ࣭ᑠἑற㸦2015㸧
㸸
ࠕබඹ∾ሙࢆ᰾ࡋࡓ␆⏘㎰ᐙᨭࡢຠᯝ̺ᒣ
ᙧ┴┿ᐊᕝ⏫ࡢ⛅ᒣ∾ሙࢆࡋ࡚̺ࠖ
ࠗ㎰ᴗ⤒Ⴀ◊✲࠘➨ 53 ᕳ➨ 3 ྕ㸦2015
ᖺ 10 ᭶ห⾜ணᐃ㸧
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◊✲ㄢ㢟ྡ

±ʫʋʵʁɹʷʡʷʤʽɥҟႊȪȲʅɮʲɰʔʁɁ
ֿίધȾᩜȬɞᆅሱ
ࠞढޙ۾ᣁޙ᭥୳ႆ֤ၥޙہᇼ
ర ࠞ

ᇸ ൗ

㸯㸬⥴ゝ
ࢭࣚ࢘ࢼࢩࡣ㸪࢜࢘ࢺ࢘୪ࡧᒣᙧ┴ࡢ≉⏘ᯝᶞࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ᒣᙧ┴ࡢࢩ࢙
ࡣᐇ 62%ࢆ༨ࡵࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪㏆ᖺᾘ㈝ࡀఙࡧᝎࡳ㸪ࢭࣚ࢘ࢼࢩࡢ
᱂ᇵ㠃✚ࡣῶᑡഴྥ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋࡑࡇ࡛ᖺᗘ㸪ࢭࣚ࢘ࢼࢩࡢὶ㏻ᮇ㛫ࢆᘏ㛗
ࡍࡿࡓࡵ㸪࢚ࢳࣞࣥࡢస⏝ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡣࡓࡽࡁࢆࡶࡘ 1-࣓ࢳࣝࢩࢡࣟࣉࣟ࣌ࣥ
㸦1-MCP㸧ࢆ⏝ࡋࡓᯝᐇࡢရ㉁ಖᣢἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪͂ࢩࣝࣂ࣮࣋
࡛ࣝ̓ࡣ㸪ప

㈓ⶶ๓ࡢ 0&3 ฎ⌮ࡼࡗ࡚ᯝᐇࡢ㈓ⶶᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ

ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㈓ⶶ

ᗘࢆ࠼࡚㸪ࢭࣚ࢘ࢼࢩᯝᐇ㈓ⶶࡢ࢚ࢳࣞࣥࡢᙺࢆࡼࡾヲ

⣽᳨ウࡋࡓࠋ

⏘
⏕
すὒ䝘䝅䛾

㔞

䠂

ᒣᙧ

㻝㻤

䠂
咋

᪂₲
䠂

呉

䠂
䠂 和
和

㻞㻜㻝㻝ᖺ
㻞 㻢 㻘㻢 㻜 㻜 䝖

㻢㻞

㛗㔝
㟷᳃
䛭䛾

ᅗ  ࢭࣚ࢘ࢼࢩࡢ⏕⏘㔞

ᅗ㸰 ᒣᙧ┴࠾ࡅࡿࢭࣚ࢘ࢼࢩ࢜࢘ࢺ࢘

㸦㎰Ỉ┬ࡢ⤫ィሗࡼࡾసᡂ㸧

ࡢ᱂ᇵ㠃✚ࡢ᥎⛣㸦㎰Ỉ┬ࡢ⤫ィሗࡼࡾసᡂ㸧

㸰㸬ᮦᩱཬࡧ᪉ἲ
 ᐇ㦂ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᒣᙧ┴ୖᒣᕷ࡛✭㐺ᮇ᥇ྲྀࡋࡓ͂ࢩࣝࣂ࣮
࣋ࣝ̓ࢆ౪ヨࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢࢭࣚ࢘ࢼࢩ⏕⏘࠾ࡅࡿ͂ࢩࣝࣂ࣮࣋ࣝ̓ࡢࢩ࢙ࡣᖹ
ᡂ  ᖺᗘ࡛ ࡛࠶ࡾ㸪ࢆ༨ࡵࡿ࣭͂ࣛࣇࣛࣥࢫ̓ẚ㍑ࡍࡿࡁࢃࡵ࡚ᑡ࡞
࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᯝᐇࡣࡁࡃ㸪㓟ࡀ࠶ࡾ㸪㈓ⶶᛶࡀ㧗࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ✭ࡋࡓᯝᐇࡣ㸪ࡓࡔࡕ SSP ࡢ࢚ࢳࣞࣥࡲࡓࡣ SSP ࡢ 0&3 ࡛  㛫ฎ⌮
ࡋࡓࠋฎ⌮ᚋ㸪ᯝᐇࡣ㹋㸿Ѹ㹆ࣇ࣒ࣝ㸦㓟⣲㏱㐣⋡ PO㺃GD\̽㺃P̽㸪ฝ∧༳ๅ㸪
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ᮾி㸧࡛ໟࡋ㸪Υ࡛㈓ⶶࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢚ࢳࣞࣥ྾ࢆᑒධࡍࡿ༊ࡶ࠶ࢃࡏ࡚タ
ࡅࡓࠋ㈓ⶶ  ᭶ᚋ㸪 ᭶ᚋ࠾ࡼࡧ  ᭶ᚋ Υ⛣ࡋ㸪㏣⇍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㻌

㸱㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
 ↓ฎ⌮༊࡛ࡣ㸪㈓ⶶ 4 ᭶ᚋࡽෆ㒊〓ኚ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋෆ㒊〓ኚࡢⓎ⏕ࡣ㸪࢚ࢳࣞࣥฎ



⌮ࡼࡗ࡚ಁ㐍ࡉࢀࡓࡢᑐࡋ࡚㸪1-MCP ฎ
⌮ࡼࡗ࡚ᢚไࡉࢀࡓࠋ1-MCP ฎ⌮࡛ࡣ㸪7
ࣨ᭶ᚋ࠾࠸࡚ࡶෆ㒊〓ኚࡢⓎ⏕ࡣㄆࡵࡽࢀ
࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 3㸧ࠋࡇࡢࡇࡽ㸪ෆ㒊〓ኚࡢ
Ⓨ⏕ࡣ㸪࢚ࢳࣞࣥࡀࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ㸪
ࡲࡓ㸪࢚ࢳࣞࣥࡢస⏝ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡣࡓࡽࡁࢆ
ࡶࡘ 1-MCP ࡢ㈓ⶶ๓ฎ⌮ࡀ͂ࢩࣝࣂ࣮࣋ࣝ̓
ᯝᐇࡢ㈓ⶶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
 0&3 ฎ⌮༊࠾࠸࡚㸪㈓ⶶᚋ Υ⛣
ࡋ࡚ࡽࡢ࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂ㔞ᯝ⫗◳ᗘࢆㄪᰝ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪 ᭶㈓ⶶᯝ࡛ࡣ㸪㏣⇍୰
࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂࡀࢇㄆࡵࡽࢀࡎ㸪ᯝᐇࡶ

ᅗ  ㈓ⶶ୰ࡢෆ㒊〓ኚࡢⓎ⏕
&RQW㸹↓ฎ⌮㸪(WK\OHQH㸹࢚ࢳ
ࣞࣥฎ⌮㸪(WK\OHQHDGV㸹࢚ࢳ
ࣞࣥ྾ᑒධ㸪㸯Ѹ0&3㸹Ѹ࣓
ࢳࣝࢩࢡࣟࣉࣟ࣌ࣥฎ⌮

㌾ࡋ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ୍᪉㸪㸳᭶㈓ⶶ
㸵᭶㈓ⶶᯝ࡛ࡣ㸪㏣⇍୰࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂ㔞ࡀቑຍࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᯝ⫗◳ᗘࡶపୗࡋ㸪
ྍ㣗≧ែ㐩ࡋࡓࠋ

ᅗ㸲 0&3 ฎ⌮༊࠾ࡅࡿ㈓ⶶᚋ Υ⛣ࡋ࡚ࡽࡢ࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂ㔞㸦ᕥ㸧ᯝ⫗◳
ᗘ㸦ྑ㸧ࡢኚ

― 99 ―

 ㈓ⶶ㸱᭶ᚋ㸳᭶ᚋ㸪ᯝ⫗⤌⧊ࡢࣝࢥ࣮ࣝ⁐ᛶ≀㉁ࢆసᡂࡋ㸪࣌ࢡࢳࣥ
ࢆศ⏬࣭ᐃ㔞ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ 0&3 ฎ⌮༊࠾࠸࡚㸪㸱᭶㈓ⶶᯝ࡛ࡣ㈓ⶶᚋ Υ
⛣ࡋ࡚ࡽࡢỈ⁐ᛶ࣌ࢡࢳࣥࡢቑຍࡣࢃࡎ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㸳᭶㈓ⶶᯝ࡛ࡣ㸪
Ỉ⁐ᛶ࣌ࢡࢳࣥࡀቑຍࡋ㸪࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂ㔞ᯝ⫗◳ᗘࡢ⤖ᯝࢆࡅࡓ ᅗ  ࠋ

ᅗ㸳 ✭࡞ࡽࡧ㏣⇍  ᪥┠ࡢᯝᐇࡢ࣌ࢡࢳࣥྵ㔞㸬:63㸹Ỉ⁐ᛶ࣌ࢡࢳࣥ㸪&63㸹࢟
࣮ࣞࢺྍ⁐ᛶ࣌ࢡࢳࣥ㸪$63㸹ࣝ࢝ࣜྍ⁐ᛶ࣌ࢡࢳࣥ

 ௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪͂ࢩࣝࣂ࣮࣋ࣝ̓ࡢ㈓ⶶ࡛ࡣ㸪ᯝ⫗◳ᗘࡢపୗࡸෆ㒊〓ኚࡢⓎ⏕
ࡢᢚไ 0&3 ฎ⌮ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ㸪ࡲࡓ㸪0&3 ฎ⌮ࡣ㈓ⶶᮇ㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ㸪
࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂ⬟ࡀᅇࡋ㸪ᯝᐇࡶ㌾ࡍࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ࢚ࢳࣞࣥ⏕ᡂ⬟㸪ࡦ࠸࡚
ࡣᯝᐇࡢ㌾⬟ຊࡢᅇࡣ㸪ࢭࣚ࢘ࢼࢩࡢὶ㏻ᛂ⏝ࡍࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡞⌧㇟࡛࠶ࡾ㸪
ᚋ࣭͂ࣛࣇࣛࣥࢫ̓ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿ᳨ウࡍࡿࠋ
㸲㸬ᴗ⦼㸦ᮏᖺᗘࡢᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ➼㸧
㸯㸬ㄽᩥ
B. Nugraha, N. Bintoro and H. Murayama. 2015. Influence of CO2 and C2H4 adsorbents to the
symptoms of internal browning on the packaged ‘Silver Bell’ pear (Pyrus communis L.)
Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3: 127 -131.
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˨ࠞࢍڒɁᣁഈႆৰጕȾȝȤɞ࿎ȻᣞየᘖȻɁᄾ̠ͽႊɁᜓ
ࠥᚱފ࿎Ɂᓹᓨ۹ټȻᣞየᘖȻɁᩜΡࠥ
ࠞढޙ۾ျޙႆ࿎ޙᇼ
 ࠞ

༁

 ⿕Ꮚ᳜≀ࡢከࡃࡣ㸪᪻࡞ࡢື≀ࡢゼၥࡀཷ⢊ࡢࡓࡵᚲせ࡞ື≀፹ⰼࢆဏࡏ
ࡿࠋ㎰స≀ࡶእ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከࡃࡢ✀ࡀ᪻ࡼࡿⰼ⢊፹ࢆᚲせࡋ㸪≉ᯝᶞ࡛
ࡣࡑࡢഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ⰼ⢊፹ࢆᢸ࠺᪻ࢆேⅭⓗ᱂ᇵ⎔ቃᑟධ
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪㏦ཷ⢊ࢆຠ⋡ⓗ⾜࡞࠺ᡭἲࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾ㸪ከᵝ࡞᳜
≀ࡢཷ⢊㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࢭ࣑ࣚ࢘ࢶࣂࢳ㸦Apis mellifera㸧ࢆ௦⾲ࡋ࡚㸪
ࣜࣥࢦ➼ࡢᯝᶞ࡛⏝ࡉࢀࡿ࣐࣓ࢥࣂࢳ㸦ࢥࢶࣀࢶࢶࣁࢼࣂࢳ㸪Osmia cornifrons㸧,
タ᱂ᇵࡢ㔝⳯㢮➼࡛⏝ࡉࢀࡿ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳ㢮㸦᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣࢭ࣐ࣚ࢘࢜࢜
ࣝࣁࢼࣂࢳ Bombus terrestris ࢡ࣐ࣟࣝࣁࢼࣂࢳ B. ignites㸧࡞ࡀၟᴗⓗ⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦๓⏣㸪1993㸹ᑠ㔝࣭⏣㸪1996㸧ࠋ≉ࢭ࣑ࣚ࢘ࢶࣂࢳࡣࡁࢃࡵ࡚ᗈ
⠊ᅖࡢ᳜≀ࡽ㣵ࢆ᥇ྲྀࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ከࡃࡢ᳜≀ࡼࡗ࡚᭷
ຠ࡞㏦⢊᪻࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦బࠎᮌ㸪2010㸧ࠋࡋࡋࡑࡢ୍᪉࡛㸪࣑ࢶࣂࢳࡣ᥇㣵ຠ
⋡ࡢᝏ࠸᳜≀ࡢゼၥࡀపୗࡍࡿഴྥࡶ࠶ࡾ㸪㔝እ࡛ᨺ㣫ࡍࡿሙྜ㸪ᚲࡎࡋࡶᑐ㇟
ࡋࡓ᳜≀ຠ⋡ࡼࡃゼࢀ࡚ࡃࢀࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ࡑࡶࡑࡶ࣑ࢶࣂࢳࡀⰼ⢊፹ࢆ
⾜࠺ࡢ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸᳜≀ࡶ࠶ࡿࠋ࣑ࢶࣂࢳ㢮௨እࡢ㏦⢊᪻ࡘ࠸࡚ࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓
ࣥࢺ㸦㣴⻏㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡽࡔࡀ㸪ᐇ㝿࣐ࢿ࣮ࢪ
࣓ࣥࢺᡂຌࡋ࡚࠸ࡿ㏦⢊᪻ࡣୖグࡢࢇࡢഹ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆᚋࡢࡼ
࠺ቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡀ㸪㎰ᴗ⎔ቃ࡛ࡢస≀ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᤵ⢊ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟ࡢ
୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉㸪㔝እࡣⰼ⢊፹㛵ࡍࡿ᪻㢮ࡀࡼࡾከࡃ⏕ᜥࡋ࡚࠾ࡾ㸪ከ✀ከᵝ࡞㔝
⏕᳜≀ࡢ㏦ᤵ⢊㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣ㸪ⰼࡢ㛵㐃ࡀ≉ู῝࠸ࣁࢼࣂࢳ㢮
ࡔࡅ࡛ 400 ✀௨ୖࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦ຍ⸨㸪1993㸧㸪ࡇࡢࣁࢼࣈ㢮㸪ࢳ࣭ࣙ࢘࢞
㢮࡞㏦⢊ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆᣢࡘ᪻ࢆྵࡵࡿ㸪ࡑࡢᩘࡣࡉࡽከࡃ࡞ࡿࠋ⌧≧࡛
ࡣ㣫⫱ࡸቑṪࡀᅔ㞴࡞ࡇࢀࡽࡢ㏦⢊᪻ࢆ᭷ຠ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪㎰స≀ࡢࡉ
ࡽ࡞ࡿቑ⏘ᐤࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛⏕ែ⣔ࡢࡶࡘே㛫άືࡢ
᭷┈࡞ຠᯝࡣ㸪⏕ែ⣔ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚㏆ᖺ≉ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠࡇࢀࡽࡢ㉁
ࡢపୗࡀୡ⏺ⓗၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Millennium Ecosystem Assessment, 2005㸧ࠋ
ⰼ⢊፹᪻ࡢῶᑡక࠺ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࡶࡑࡢእ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ୡ⏺ⓗ࡞ࣁࢼࣂ
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ࢳ㢮ࡢῶᑡࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Potts et al., 2010; Cameron et al., 2011㸧ࠋࡋࡋ㸪
ࡑࡢࡢⰼ⢊፹᪻ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศㄪࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᅜෆࡣ㸪
ࡑࡶࡑࡶࡇࡢၥ㢟ࢆ᳨ドࡍࡿᇶ♏㈨ᩱஈࡋࡃ㸪ⰼ⢊፹᪻ࡢ◊✲ࡀ௨๓ࡼࡾ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓ୍㒊ᆅᇦࢆ㝖ࡃ㸪㔝እ࡛ࡢⰼ⢊፹᪻ࡢಶయᩘ࣭✀ᩘኚືࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞≧ἣ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ㔝⏕ࡢⰼ⢊፹᪻ࡀ㎰స≀ࡢ㏦ཷ⢊ࢀࡃࡽ
࠸ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀ࠶ࡿࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ࡲࡎᑐ㇟ᆅᇦෆࡢࡼ࠺࡞
ⰼ⢊፹᪻ࡀ⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡿࡢ㸪ࡑࢀࡽࡀࡢࡼ࠺࡞᳜≀㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ
㸪࠸࠺ᇶ♏ሗࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᒣᙧ┴ᮧᒣᆅ᪉⨨ࡍࡿୖᒣᕷࡣ㸪ᒣᙧᕷࡢ༡⨨ࡋ㸪ࢧࢡࣛࣥ࣎㸪ࣈࢻ࢘㸪
すὒࢼࢩ࡞ࡢᯝᶞ᱂ᇵࡢ┒ࢇ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㎰⪔ᆅ࿘㎶ࡣ㇏࡞పᆅ࣭ୣ
㝠ᆅࡢ⏕ែ⣔ࡀṧࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࢟࢟ࣙ࢘㸦 Platycodon grandiflorus 㸧㸪ࢫࢬࢧࢥ
㸦Vincetoxicum pycnostelma㸧㸪ࣚࢶࣂࣁࢠ㸦Vicia nipponica㸧㸪ࣄ࣓ࢧࣘࣜ㸦Lilium

rubellum㸧࡞ࡢ┴ෆ⤯⁛༴᳜≀ࡸ㸪ࣔ࢘ࢭࣥࢦࢣ㸦Drosera rotundifolia㸧㸪ࢮࣥ
ࢸ࢝㸦ࢽࢵࢥ࢘࢟ࢫࢤ㸪Hemerocalis dumortieri var. esculenta㸧࡞ࢆྵࡴ 700
✀௨ୖࡢ⥔⟶᮰᳜≀ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᶓᒣ㸪ᮍⓎ⾲㸧ࠋᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣ㸪㎰⪔ᆅ
㞄᥋ࡍࡿ⮬↛⏕ែ⣔ࢆࡢࡼ࠺⥔ᣢ⟶⌮ࡍࢀࡤ㸪㎰ᴗ⏕⏘㈨ࡍࡿ㏦⢊ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
㐺ṇ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡢࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ㞟✚ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪㎰⪔
ᆅ࿘㎶⮬⏕ࡍࡿ᳜≀ࡢⰼ⢊፹᪻ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢ୍➃ࡋ࡚㸪┴
ෆ࡛ⰼⰍࡢከᆺࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡ㸦Corydalis ambigua㸧ࡢⰼⰍ࣭ⰼ
ᙧែ㏦⢊᪻ࡢᑐᛂ㛵ಀࡢㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
 ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡣ㸪ᾏ㐨ᮏᕞ㒊⏕⫱ࡍࡿࢣࢩ⛉ࡢከᖺ⏕ⲡᮏ࡛࠶ࡿࠋᾏ
㐨ࡢ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡣ⮬ᐙྜᛶࢆᣢࡕ㸪㏦⢊ࢆ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳ㢮౫Ꮡࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Ohara and Higashi 1994)ࠋࡑࢀᑐࡋ㸪ᮏᕞࡢ࢚ࢰ࢚ࣥ
ࢦࢧࢡࡣ⮬ᐙྜᛶ࡛㸪ᾏ㐨ࡢ㞟ᅋẚ㍑ࡋᮏᕞࡢ㞟ᅋࡣⰼࡀࡁࡃ㸪ⰼᗎ࠶ࡓࡾ
ࡢⰼᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆ࡛ࡣୣ㝠ᆅࡽᒣᆅࡅ࡚ᗈࡃศᕸ
ࡋ㸪㏻ᖖࡣ⣸Ⰽࡸῐ㟷Ⰽࡢⰼࢆᣢࡘࡀ㸪పᶆ㧗ศᕸࡍࡿ㞟ᅋࡣⰼࡀⓑࡃ㸪ⰼࡢ㛗ࡉ
ࡀ▷࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
ୖᒣᕷࡶ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡀศᕸࡍࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡢᆺࡣㄪᰝࡉࢀࡓࡇࡀ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ୖᒣᕷෆ⮬⏕ࡍࡿ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡀࡕࡽࡢᆺ࡞ࡢࢆ㔝እㄪᰝ࡛☜
ㄆࡋࡓࠋ
 ㄪᰝࡣୖᒣᕷㇷࡢ᳃㸦ᶆ㧗 341m㸧࡛ 2014 ᖺ 5 ᭶୰᪪ᐇࡋࡓࠋ⮬⏕ಶయᩘࡣ
ᑡ࡞ࡃ㸪ୖᒣᕷෆ࡛ࡣ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡢ⮬⏕㐺ࡋࡓ⎔ቃࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆ♧၀ࡋ
࡚࠸ࡿࠋⰼⱼᙜࡾᖹᆒⰼᩘࡣ 3.66s2.55 ಶ㸦n=12㸧㸪࣐࢜࢜ࣝࣁࢼࣂࢳࡸ࣒࢟ࢿࢡ
࣐ࣂࢳ㸦ᶓᒣ㸪2013㸧ࡼࡿ┐⻤ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋⰼⰍࡣ 1 ಶయࢆ㝖࠸࡚ⓑ
Ⰽ࡛㸪ⰼࡢ㛗ࡉࡣ 18.8s1.4mm㸪㊥ࡢ㛗ࡉࡣ 10.1s1.3mm 㸪ᒣᙧ┴ෆࡢ㞟ᅋ࡛ࡣ
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ᅗ㸯㸬ᒣᙧ┴ෆ⮬⏕ࡍࡿ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡぢࡽࢀࡿ  ᆺࠋ
㸦ᕥ㸧㧗ᶆ㧗ᆺ㸸ⰼࡣ⣸ࠥ㟷
⣸࡛ࡁ࠸ࠋ㸦ྑ㸧పᶆ㧗ᆺ㸸ⰼࡣⓑ࡛㧗ᶆ㧗ᆺẚࡿᑠࡉ࠸ࠋ

ᑠࡉ࠸㒊㢮ᒓࡍࡿࠋ၁ᘚࡢ㛗ࡉࡣ 6.1s0.6mm㸪ୖⰼᘚ㛗ࡣ 5.2s0.7mm ࡛࠶ࡾ㸦
ᐃ್ࡣ࠸ࡎࢀࡶ n=21㸧
㸪ࡸࡣࡾᒣᙧ┴ෆࡢ㞟ᅋ࡛ࡣᑠࡉ࠸㒊㢮ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖
ᯝࢆ⥲ྜࡍࡿ㸪ୖᒣᕷෆ⮬⏕ࡍࡿ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡ㞟ᅋࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆࡢపᶆ㧗ᆅ
⮬⏕ࡍࡿ㞟ᅋࡢ≉ᚩ୍⮴ࡍࡿࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ྠࡌࡃపᶆ㧗ᆅᆺࡢ㞟ᅋࡀぢࡽࢀࡿኳ❺ᕷ࡛ࡢほᐹ࡛ࡣ㸪せ࡞㏦⢊᪻ࡋ࡚
ࢥ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳ㸦Bombus ardens㸧ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㕥ᮌ㸪ᮍⓎ⾲㸧ࠋ࢚ࢰ࢚ࣥ
ࢦࢧࢡࡢ㏦⢊᪻ࡢゼⰼ㢖ᗘࡣ୍⯡పࡃ㸪ᅇୖᒣᕷෆࡢ㞟ᅋ࡛ࡣ㏦⢊᪻ࡣ☜
ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࡀ㸪ⰼⰍ࣭ᙧែࡢ≉ᚩࡽ㸪ୖᒣᕷ࡛ࡶࢥ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡀせ࡞㏦⢊
᪻࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡣ᪩ࠥኟ㛤ⰼࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞᳜
≀ࡢ㏦⢊᪻࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪≉ᶞᮌࡢⰼ㧗㢖ᗘゼࢀࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦Inoue and Yokoyama, 2006㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࢥ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡣ㸪ኟࡲ࡛㛤ⰼࡍࡿᯝ
ᶞ㢮ࡢ₯ᅾⓗ࡞㏦⢊᪻ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡྠ㛤ⰼ
ࡍࡿ᳜≀ࡢ୰࡛㸪࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡀゼⰼࡍࡿ᳜≀ࡣ࢟ࣈࢩ㸦Stachyurus praecox㸧㸪࢝
ࢱࢡࣜ㸦Erythronium japonicum㸧➼㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡣ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳ
㢮ࡀࢥࣟࢽ࣮ࢆጞࡍࡿ᪩ࡢ㣵㈨※ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᳜≀ࢆಖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛㸪ᯝᶞ㢮ࡢ₯ᅾⓗ࡞㏦⢊᪻ࡢᩘࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿࡀྍ⬟࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀ㸪ᚋࡶㄪᰝࢆ⥅⥆ࡋ㸪ୖᒣᕷᇦࡢ㎰ᴗ⏕ែ⣔࠾ࡅࡿ
ⰼ⢊፹᪻ࢆᨭ࠼ࡿ᳜≀┦ࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ㄢ㢟ࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾ㸪㔝እㄪᰝ࣭ᙧែィ

➼ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᒣᙧ

Ꮫ⌮Ꮫ㒊⏕≀Ꮫ⛉ࡢ∾㔝ᓫྖ༤ኈ㸪ᅵ⏣ὒᏊẶ㸪Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉ࡢ㕥ᮌᨻ⣖Ặ
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業績（本年度の学会発表・論文等）
１）論文
Hayakawa, H., Hayakawa, C., Kusumoto, Y., Nishida, T., Ikeda, H., Fukuda, T. and
Yokoyama, J. 2014. Cephalanthera falcata f. conformis (Orchidaceae) forma nov.: a new
peloric orchid from Ibaraki Prefecture, Japan. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 65
(3): 127-139.
Hayakawa, H., Kakimoto, N., Matsuyama, K., Ohga, K., Ito, K., Tebayashi, S., Ikeda, H.,
Arakawa, R., Yokoyama, J. and Fukuda, T. 2014. Local variation of leaf morphology
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in Bulbophyllum drymoglossum (Orchidaceae). Environment Control in Biology 52(4):
241-247.
㸰㸧ᏛⓎ⾲
ᶫㅬኴ㑻࣭ᶓᒣ ₶㸬࢜ࢺࢩࣈ࣑ࡢᦂ⡛ᙧᡂࡼࡿⴥࡢෆ⏕⳦㢮┦ࡢኚ㸬᪥ᮏ᳜
≀Ꮫ➨ 78 ᅇ㸦⚄ዉᕝ㸧㸬2014 ᖺ 9 ᭶ 14 ᪥㸬
ࣝࣥࢧ࣭ᶓᒣ ₶㸬࣑࣐࣮ࣕࣥศᕸࡍࡿ Ficus religiosa  Ficus rumphii㸦ࢡ࣡
⛉㸧ࡢ㞟ᅋ㛫ࡢ㑇ఏⓗᵓ㐀㸬᪥ᮏ᳜≀Ꮫ➨ 78 ᅇ㸦⚄ዉᕝ㸧㸬2014 ᖺ 9 ᭶
13 ᪥㸬
ྜྷ⏣ᨻᩗ࣭ᶓᒣ ₶㸬ࢩࣁࢫ࣑ࣞࡢ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲㸬᪥ᮏ᳜≀Ꮫ➨ 78 ᅇ
㸦⚄ዉᕝ㸧㸬2014 ᖺ 9 ᭶ 13 ᪥㸬
㕥ᮌᨻ⣖࣭∾㔝ᓫྖ࣭ᒣᓊὒ㈗࣭ᶓᒣ ₶㸬ⰼᙧ㉁ࡢ␗࡞ࡿ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡ㞟ᅋ㛫
ぢࡽࢀࡿゼⰼ᪻┦ࡢᕪ␗㸬᪥ᮏ᳜≀Ꮫ➨ 78 ᅇ㸦⚄ዉᕝ㸧㸬2014 ᖺ 9 ᭶
13 ᪥㸬
ụ⏣㸦Ṋᾉ㸧⚽Ꮚ࣭ᶓᒣ ₶㸬༙ᐤ⏕᳜≀ࣄࣀ࢟ࣂࣖࢻࣜࢠࡑࡢᐤ᳜≀ࡢ࢚ࣥࢻ
ࣇࢺ⳦㢮┦ࡢ㛵ಀ㸬᪥ᮏ᳜≀Ꮫ➨ 78 ᅇ㸦⚄ዉᕝ㸧㸬2014 ᖺ 9 ᭶ 14
᪥㸬
ᶓᒣ ₶㸬ᆺⲡ㣗⋇ฟࡗࡓ᳜≀ࡢ⏕ࡁࡿ㐨ࠥࢽ࣍ࣥࢪ࢝ᢠࡍࡿ᳜≀㐩ࠥ㸬
ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
ᶫㅬኴ㑻࣭ᶓᒣ ₶㸬యⰍࡢ␗࡞ࡿࣄ࣓ࢡࣟ࢜ࢺࢩࣈ࣑㞟ᅋ㛫ࡢᦂ⡛ෆ⏕⳦㢮┦ࡢ
ẚ㍑㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
ụ⏣㸦Ṋᾉ㸧⚽Ꮚ࣭ᶓᒣ ₶㸬༙ᐤ⏕᳜≀ࣄࣀ࢟ࣂࣖࢻࣜࢠࢆᑐ㇟ࡋࡓᐟ᳜≀
࢚ࣥࢻࣇࢺ⳦㢮ࡢ୕⪅ࡢ㛵ಀ㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12
᭶ 13 ᪥㸬
ྜྷ⏣ᨻᩗ࣭ᶓᒣ ₶㸬ࢩࣁࢫ࣑ࣞࡢ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣ
ᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
㕥ᮌᨻ⣖࣭∾㔝ᓫྖ࣭ᒣᓊὒ㈗࣭ᶓᒣ ₶㸬␗࡞ࡿⰼᙧ㉁ࢆᣢࡘ࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡ㞟ᅋ
㛫ࡳࡽࢀࡿゼⰼ᪻┦ࡢᕪ␗㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶
13 ᪥㸬
∾㔝ᓫྖ࣭ᶓᒣ ₶㸬㏦⢊⪅ࡢ┠ࡽぢࡓⰼⰍᵓᡂࡢᏘ⠇ኚ㸸࠸┠❧ࡘኟࢆ⤒
࡚ࠊఝࡓࡶࡢྠኈࡀࡩ࠼ࡿ⛅㸽ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶
13 ᪥㸬
ྂෆ୍ᖹ࣭㧘ᶫஓ࣭ᒾග࣭ᶓᒣ ₶㸬ᒣᙧ┴┴Ẹࡢ᳃࠾ࡅࡿࢩࢾࣛ⸴ࡢฟ⌧
⎔ቃࡢᙳ㡪㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
㛗⏣ᝆᐇ࣭ᶓᒣ ₶㸬ࣁࣁࢥࢢࢧ㸦Pseudognaphalium affine㸧⛅ဏࡁಶయࡢṇయ㸬
ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
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ᅵ⏣ὒᏊ࣭∾㔝ᓫྖ࣭ᶓᒣ ₶㸬࢚ࢰ࢚ࣥࢦࢧࢡࡢⰼⰍ㸰ᆺᑐࡍࡿ࣐ࣝࣁࢼࣂࢳࡢ
ゼⰼ⾜ື㸸ᐊෆ᧯సᐇ㦂ࡽࢃࡗࡓࡇ㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014
ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
⋢⏣ᐜᏊ࣭∾㔝ᓫྖ࣭ᶓᒣ ₶㸬ᒣᙧ┴⮬⏕ࡍࡿࢥࣂࣀࢺࣥ࣎ࢯ࢘ࡢ㏦⢊⏕ែ㛵
ࡍࡿணᐹⓗ◊✲㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
㰻⸨ᣅဢ࣭ྜྷ⏣ᨻᩗ࣭ᶓᒣ ₶㸬ࣁ࣐࢘ࢶ࣎⛉ᐤ⏕᳜≀ࡢ᰿ᅪ࢚ࣥࢻࣇࢺ⳦㢮
┦㸬ᮾ᳜≀Ꮫ➨ 4 ᅇ㸦ᒣᙧ㸧2014 ᖺ 12 ᭶ 13 ᪥㸬
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࠾ࢃࡾ
 ◊✲ᣐⅬ࡛ࡣࠊᮍ⏝㈨※ࡢ᭷ຠ⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࠊࢿ⛉ࣚ
ࣚࢩᒓࡢከᖺⲡࡢࣚࢩࠊ
࢟ࢡ⛉࢟ࣀ࢟ࣜࣥࢯ࢘ᒓከᖺⲡࡢࢭࢱ࢝࣡ࢲࢳࢯ࢘ࠊ࣐࣓⛉ࢡࢬᒓከᖺⲡࡢࢡ
ࢬ࡞ࢆ◊✲ᑐ㇟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠋࣚࢩࡣ‵ᆅࠊࢭࢱ࢝࣡ࢲࢳࢯ࢘ࢡࢬ
ࡣࠊఆ᥇㊧ᆅࠊᨺᲠ⏿ࠊ㐨㊰➃࡞⦾ⱱࡋࠊ⩌ⴠࢆᙧᡂࡋࠊ⏕ែ⣔ࢆᨩࡍࡿ᳜
≀ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ᳜≀ࡣࠊ⎔ቃ⥔ᣢࡢほⅬࡽࡶᑐ⟇ࡀᚲ
せ࡞᳜≀࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 3 ᖺ㛫୍࡛ᐃࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࠊࡇࢀࡽࡢ᳜≀ࢆ᭷ຠ⏝࡛ࡁࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࣔࢹࣝᆅᇦࡢ┿ᐊᕝ⏫࡛ࡣࠊ⏫ෆࡢ✄స㎰ᐙ␆⏘㎰ᐙ㸦ࢥࣥࢺࣛࢡࢱ࣮㸧ࡀ㐃ᦠ
ࡋࠊ㣫ᩱ⏝⡿ࡸ✄ࢃࡽࢆᐙ␆㣫ᩱࡋ࡚⏝ࡋࠊᐙ␆ࡩࢇሁ⫧ࢆỈ⏣⏝ࡍࡿᆅᇦ
ෆ㈨※ᚠ⎔ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪔␆㐃ᦠࡣࠊ㍺ධ㣫ᩱ౫Ꮡ
ࡍࡿ␆⏘ᴗࡽࡢ⬺⓶ࢆᅗࡿ࠺࠼࡛ࡶࠊᚋ㔜せᛶࢆቑࡍࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋࡶ࠺ 1 ࡘ
ࡢࣔࢹࣝᆅᇦࡢୖᒣᕷࡣࠊᅬⱁ⏘ᴗࡾࢃࡅᯝᶞࡀ┒ࢇ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 3 ᖺ㛫࡛ࠊ
ᯝᶞࡢὶ㏻ᮇ㛫ࢆᣑࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ὶ㏻య⣔ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ◊✲࡛ࣞ࣋ࣝࡣ
୍ᐃࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋᚋࡇࡢᢏ⾡ࡢᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ᖺᗘࡣࡇࢀࡽࡢ◊✲ຍ࠼࡚ࠊୗỈฎ⌮Ỉࡢ⏝ࡸሁ⫧〇㐀タ࠾ࡅࡿᝏ⮯
ᢚไ㛵ࡍࡿ◊✲ࠊ࡞ࡽࡧࠊ⏕ែ⣔࠾ࡅࡿ᳜≀㏦⢊᪻ࡢ┦స⏝ࡢゎᯒ࡞ࠊ
⎔ቃၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊᚋࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⎔ቃ㓄៖ࡋࡓ
㎰ᴗ⏕⏘⧅ࡀࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
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