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第１分科会
山地流域における流砂の把握と
砂防設備による土砂移動制御の検証について
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◎討議結果報告（第 1 分科会）
「山地流域における流砂の把握と砂防設備による土砂移動制御の検証について」
第 1 分科会の報告をさせていただきます。関東地方整備局で河川計画課の課長補佐をしておりま
す熊澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
第 1 分科会では、
「山地流域における流砂の把握と砂防設備による土砂移動制御の検証について」
ということで、今年度につきましては、平成 20 年度後半から、本年度もそうなのですが、全国的に
掃流砂量の観測であるとか浮遊砂量の観測などが進められておりますので、そういった観測を行う
上で、行政的な課題、技術的な課題、データの蓄積・保管に関する課題などを取りまとめるという
会議をしました。
第 1 分科会の進行スケジュールですが、1 日目は、代表的には 4 流砂系からの取り組み事例紹介、
あと、流砂計自体の実物を国総研の方から持ってきていただいて、それぞれの観測機器がどういう
役割を持っていて、どういう維持管理をしていくのかという紹介をいたしました。2 日目につきま
しては、1 日目の議論の紹介を踏まえて、どういった課題があるのか、その課題を解決する為には
どういった事が今後必要なのかというところについて議論をいたしました。
1 日目の代表水系の事例紹介ですが、４つの流砂系から紹介をしていただきました。一つ目が十
勝川水系、北海道開発局の方からご説明していただきましたが、説明の中では、積雪寒冷地のため
河川が結氷すると、そういった所で掃流砂の計測計が設置できなかったという紹介がありました。
また、出水後に流木が非常に観測装置に引っ掛かって、維持、メンテナンスの面でちょっと問題が
あったというご紹介がありました。
2 件目ですが、天神川、中国地方整備局の方からご紹介がありました。こちらにつきましては、
河川区間、海岸への土砂供給の観点から観測地点を選定する為ということで、こちらはまだ観測機
器が設置されていないのですが、どういうポイントで観測地点を選定していったかというご紹介が
ありました。これら 2 事例が、どちらかというと平成 20 年度後半から 21 年度にかけて全国的に基
準点付近で設置されている観測機器に関するご紹介という形になります。
3 件目のご報告としまして、常願寺川、こちら北陸地整からの報告がありました。こちらは連続
した透過型砂防堰堤の効果の検証、新しいシャッター砂防堰堤の効果の検討というご紹介がありま
した。連続した既設の砂防堰堤をスリット化した後に、実際流砂にどういう影響を及ぼすのかとい
う観点で観測をされておりましたので、その事例の紹介と、あと、出水時に開閉するような新しい
砂防堰堤がありますので、その砂防堰堤の効果を検証するために今後観測が必要な内容についてご
紹介をいただきました。また、新しいハイドロフォンの設置方法ということで、スリット部の縦方
向にハイドロフォンを設置して、縦方向とか立体的に流砂の流れを観測するような取り組みをされ
ておられましたので、その報告をいただきました。
4 番目は飯豊山系。こちらは北陸地方整備局になりますが、こちらの方も連続した透過型砂防堰
堤の効果検証。既設砂防堰堤のスリット化による既設透過化の検証について事例をご紹介していた
だきました。
こういったご報告を受けて全体討議をしたわけですが、今回の討議の論点としましては、監視・
観測、経常的に土砂がどのように出ているかというのを監視していく、また観測していくという観
点でどういう課題があるのかというのが一つの論点です。二つ目に、先ほど事例紹介がありました
3 番目、
4 番目に当たると思うのですが、
砂防施設をスリット化したとか、
そういう効果を検証する、
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評価していくためには、どういった課題があるのか。三つ目の論点が、監視、観測、検証、評価と
派生的に出てくる、その精度を高める為のものですが、研究技術開発といった観点での課題のよう
なものについて議論いたしました。
討論の結果です。まず技術的な課題といたしまして、1 点目の論点。監視、観測については、北
海道の方からご紹介があった冬季の結氷対策、これは実際、川の所が凍ってしまって観測ができな
い。ここをどういうふうに観測するのか。こういったところについては、今後、技術開発なり何か
が必要なのではないかというところが課題として挙がってきたと。
データ容量の圧縮。これは何の事かといいますと、今やっているデータ観測というのが非常に
データ量が膨大である。データ量が膨大なために、かなり頻繁にデータを回収して、それを解析し
ていかなければならないという課題がありまして、冬季の積雪期間などは実際にデータ回収が出来
ないために、観測が出来ないといったような課題もあります。こちらについてはデータ圧縮方法等
について改善が必要だろうという課題が挙がりました。
澪筋の変化が激しい河川での対応としまして、非常に広い河川などでは澪筋が頻繁に変わるので
すが、ハイドロフォンや流砂量計を全面に付けるわけにはいきませんので、そういった所でどうい
う観測方法をすべきなのかというところが課題として挙がっています。
維持・管理方法。定常的に監視、観測していくための維持と管理をどういうふうにしていくのか
というところです。検証につきましては、検証のために間接的な監視も当然大事なのですが、直接
的監視方法についても並行して確立していく必要があります。
研究技術開発としまして、雨量強度と流出土砂が変化するような要因が発生した場合の対応。例
えば森林変化、地震、砂防施設の完成等について研究開発を進めていく必要があるのではないかと
いう意見でした。
行政的な課題ですが、各機関の情報共有方法について課題があるのではないか。得られたデータ
をどういうふうに公開、活用していくかどうか。その辺のルールづくりがまだしっかり出来ていな
いので、その辺の枠組みをしっかり作る必要があるのではないかというところです。
設置の際の他機関との調整に非常に苦慮しているという事例がありました。国有林内であったり
国立公園内であったりということです。また、占用協議、観測機器を設置するために、河川の専用
協議等、河川橋梁等の占用協議が必要になるのですが、その際に、今回、全国的にやられている土
砂量観測の目的自体がきちっと整理されていないという問題もありまして、その協議の際の説明に
苦慮しているというところがあります。こちらについては統一的な見解が示される必要もあるので
はないかという見解がありました。
電力供給に関しては電力会社との調整。こちらは時間的な問題です。あと、定常的に監視を続け
ていくということなので、維持管理の費用が必ず問題として出て来るというところが課題として挙
がっております。
こういった課題を取りまとめますと、流砂を定常的に監視していくためには、定常的に監視をす
るための予算を含めた枠組みづくりがきちんとなされる必要があるというところ。また、行政担当
者は人がころころ替わっていきますので、監視、監督、そのデータ公開、目的説明、調整等をする
ために、目的がきちっと整理されたような文書みたいなものがないと、監視目的自体がぶれてし
まって正しい観測ができなかったりするのではないか。またその調整にも苦慮しているということ
なので、そういうところが必要ではないかというところが結論です。以上でご報告を終わらせてい
ただきます。
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ৎᔷК߷
Ј൦ཞඞᵦᵏᵓᵌᵖ

җѨ߷ஜ߷
ϋ߷

ৎᔷК߷ɥ්ỉ
ᒰࡑཞඞ
ϋ߷ẦỤٻỉɧםܭܤჿầҗѨ߷ஜ߷Ệ
්ЈẲềẟỦ
ৎᔷК߷፭

ؕแໜɦ්Ệ࠼ầỦϋஊૠỉᆝ̽࠘ע
ίሥϋ૰ᐯዅྙᵏᵐᵎᵎᵃᵇ

࠘࠼ᆰล

ჿ᧸ءؤ

࠘࠼ࠊᘑ

ଏᚨჿ᧸ءؤ
ܹᙲੲᜱᎍ᧙ᡲᚨẆδᇜᅦᅍᚨẆ
ችᅕᨦܹᎍᅈ˟ࣄ࠙ᚨ
ἻỶἧἻỶὅ
ܖݱఄẆπൟሁ
̪࠘࠼ࠊᘑỆờٶૠנ܍

࠘࠼ႆᚨᢿỂỉܱ૾ᤆ

ϋ߷
ৎᔷК߷

ㆬቯ䈚䈢䈱⁁ᴫ䋨ᐔ㕙࿑䋩

Ṻྸेỉᚇยཞ७ίஜႾẦỤỉਦᅆϋܾὸ
ᚘဒؕแໜỂ ൦ࡸן൦ˮᚘẆූᢂჿᚇยίບࡇᚘểූᢂჿἇὅἩἻὊὸẆ

࠘࠼ࠊᘑ

ੈ්ჿᚘίἡỶἛἿἧỻὅὸ←ί್ሁನᡯཋầẝỦئӳὸẆ්ᚇย
ᙀяؕแໜỂ ൦ࡸן൦ˮᚘẆූᢂჿᚇยίບࡇᚘểූᢂჿἇὅἩἻὊὸẆ
ੈ්ჿᚘίἡỶἛἿἧỻὅὸẆ්ᚇย

Ṻ࠘࠼Ểỉܱϋܾ

Ṟ

ᚘဒؕแໜ˄ᡈỉᇹᾁ߷ٻᚇยỂ

ṻ

ৎᔷК߷

Ὁ൦ࡸן൦ˮᚘίଏᚨὸ

ϋ߷

ὉූᢂჿᚇยίૼᚨᾉບࡇᚘểූᢂჿἇὅἩἻὊὸ

ṟṺ

ᙀяؕแໜ˄ᡈỉৎᔷᚇยỂ
Ὁ൦ࡸן൦ˮᚘίଏᚨὸ
ὉූᢂჿᚇยίૼᚨᾉບࡇᚘểූᢂჿἇὅἩἻὊὸ

ዮᄂỆᄩᛐỉኽௐẆẮỉᾁếỊἍἕἚ
ίບࡇᚘỉЈщ͌ẦỤםჿܾᆢຜࡇửምЈẴỦẺỜỆỊẆූᢂ࢟७Ể්ủềẪỦםჿỉ
ቩࡇЎࠋầ࣏ᙲểễỦểỉẮểὸ

ㆬቯ䈚䈢䈱⁁ᴫ䋨╙䋲ᄢᎹᯅ䋩

ㆬቯ䈚䈢䈱⁁ᴫ䋨ᚭ⬵ᯅ䋩
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㖸㗀ᑼᵹ⍾⸘䋨䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮䋩䉕⸳⟎䈚䈭䈎䈦䈢䈱䈲䋿

ᚨፗೞ֥
ບࡇᚘ

ṺྵעவˑầӈẲẟ

ූᢂჿἇὅἩἻὊ

Ὁᆢᩌ݊ϬעỂኽ൧ỆợụᚇยሥầᄊẴỦӧᏡࣱầ᭗ẟẮể
ὉᚇยሥửᚨፗỂẨỦợạễನᡯཋầễẦẾẺẮể

ὉᚨፗेܭˮፗẦỤᚇยޅᑀộỂᾀᾁᶋˌɥᩉủềẟỦẇ
Ὁඕ૰ỉᅃࢲầٻẨẪẆᚇยሥửᄊẴỦऀủầẝỦ
ἡỶἛἿἧỻὅỉҾྸỊੈ්ჿầᚇยሥỆẝẺẾẺ᪦ỆợẾềẆẸỉቩࢲửЙКẴỦ
ểẟạờỉ

ίʙЭỆಮẉễቩࢲử්ẲềỄỉቩࢲỉểẨỊẆỄạẟạ᪦᪪ầỂỦẦửỿἵἼἨἾὊ
ἉἹ ὅẲềấẪẇὸ

ᚇยሥầ࢟٭ẴỦểẆỿἵἼἨἾὊἉἹὅẲềấẟẺ͌ểᢌạ᪦᪪ỆễẾềẲộạẺỜẆ
ᚇยἙὊἑầјỆễẾềẲộạ
౨Ј૾ࡸᾉࢸ૾ʏή૾ࡸ

ɥᚡỉẮểẦỤẆ᪦᪪ࡸੈ්ჿᚘỊᚨፗẲễẦẾẺ

ยܭርᾉ῍ᾀὶ῍ᾃᾝᾣᾤ

ྵעϙჇ

̪ූᢂჿἇὅἩἻὊỆếẟềỊẆྵעவˑỆӳỪẶ
ềᚨፗẲẺẇ

২ᘐႎᛢ᫆ίẸỉᾀὸ

ᇹʚ߷ٻ

ኽ൧ỉಮ܇

ບࡇᚘ

җѨ߷Ịϋ߷Ẇ
ৎᔷК߷ửԃỜኽ൧
ẴỦඕ߷ỂẝỦẮể
ẦỤẆϵኽởᄃ൧ỉ
්ɦỆợụೞ֥ầᄊ
ẴỦӧᏡࣱầ᭗ẟẇ

ූᢂჿӕ֥

ඕỉཞඞ

ৎᔷ

ৎᔷК߷ᇹᾂӭ˄ᡈỉཞඞ

ϋ߷ӏỎૅ߷ỉ
ৎᔷК߷Ịඕ
૰ỉቩࢲầٻẨẪẆ
Ј൦ỉםჿ්ɦ
ỆợụẆೞ֥ầᄊ
ẴỦӧᏡࣱầ᭗ẟẇ
ບࡇᚘ

ූᢂჿӕ֥

ᛛⴚ⊛⺖㗴䋨䈠䈱䋲䋩
ᆢᩌ݊Ϭỉཞඞ

Ẹỉ˂

Ј൦ỉ්ஙཞඞ

Ḥൢᝋ࠻ᾗᾟợụ

ൢภᾉஇ᭗ൢภểஇ
˯ൢภểỉࠀầᾄḥ
ửឭảỦᢅᣟễؾ

ᆢᩌᾉҞ࠰ˌɥẆᆢ
ᩌầẝụẆޛඝẟỉ
ᩋᚇยỊϤ
ޅẲềẟỦẇ

ગӊỉբ᫆
ϵኽሁỆợỦೞ֥ồỉࢨ᪪ửׅᢤẴỦẺỜỆẆϤỆỊᚇยೞ֥ửગӊẴỦẮểầᎋảỤủỦầẆ
ϤỆעᩗầႆဃẲẆםჿởූᢂჿầ්ɦẲẺئӳỆỊẆᚇยẴỦẮểầỂẨễẟểẟạἙἳἼἕἚ
ầẝỦẇ

ᆢᩌ݊Ϭࣖݣע
ὉἙἳἼἕἚỊẝỦờỉỉẆᚇยೞ֥ửᄊẴỦỪẬỆỊẟẦễẟẮểẦỤẆϤỆỊೞ֥ửગӊẴỦẇ
ᶍᶐ
Ὁϵኽởᄃ൧්ɦỆợỦᄊỉүᨖࣱỊẝỦờỉỉẆᚇยửΟέẲềೞ֥ửગӊẲễẟẇ
ᶍᶐ
Ὁϵኽ᧸ഥᘺፗởᄃ൧Ὁ්ஙợẬᚨͳử౨᚛ẲẆᚇยửዒዓẴỦẇ
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ᇹᾁ߷ٻɦ්˄ᡈỉཞඞ

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

╙䋲䋳࿁䋨ᐔᚑ䋲䋲ᐕᐲ䋩⍾㒐⎇ⓥႎ๔ળ ╙৻ಽ⑼ળ
䇸ጊᵹၞ䈮䈍䈔䉎ᵹ⍾䈱ᛠី䈫⍾㒐⸳䈮䉋䉎⍾⒖േᓮ䈱ᬌ⸽䈮䈧䈇䈩䇹

䇼 ⋡ ⊛ 䇽
䋱䋮Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈇䈩ᵹ⍾᷹ⷰ䉕ታᣉ䈚䇮ᵹၞో䈱⍾⒖േ⽎(㊂䊶⾰䋩䉕ᛠី䈜䉎䇯
→ 䈠䈱⚿ᨐ䈮ၮ䈨䈐䇮Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾▤ℂᣇ㊎䉕ᬌ⸛䈜䉎䇯
䋲䋮ㅘㆊဳ⍾㒐䈋䉖ႇ䈱ᯏ⢻(ᝒ䊶⺞▵)䉕ᬌ⸽䈜䉎䇯
䋨ᒰ㕙䈲䇮䋱䋮䉕䉺䊷䉭䉾䊃䈫䈚䈩ᢛ᷹ⷰ䉕ㅴ䉄䉎䇯
ᦨ⚳⊛䈮䈲2䈧䈱⋡⊛䉕㆐ᚑ䈪䈐䉎᷹ⷰᘒ䉕᭴▽䈜䉎䇯䋩

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

< ኻ⽎䈫䈚䈩䈇䉎⽎ >
ጊ⣻ᢳ㕙䉇ᴡ䈱൨㈩䈮⌕⋡䈜䉎䈫䋬ᵹၞ䈮䈍䈇䈩⊒↢䈜䉎ਥ䈭ᵹ⍾ᒻᘒ䈲䋬ᵹ⍾䊶
ᶋᵹ⍾(ᶋㆆ⍾䊶䉡䉤䉾䉲䊠䊨䊷䊄)䊶⍹ᵹ䈮ಽ䈔䉌䉏䉎䇯
䉁䈢৻ᣇ䈪䋬᳓ⷙᮨ䈮↢䈛䉎⍾⒖േᒻᘒ䈲એਅ䈱䉋䈉䈮ᢛℂ䈘䉏䉎䇯
ᄢ䌾ਛ᳓

ਛ䌾ዊ᳓

㪮 㪸㫊㪿㩷㪣㫆 㪸㪻
ᶋㆆ⍾

ർ㒽ᣇᢛዪ ┙ጊ⍾㒐ോᚲ
ᵹ⍾

⍹ᵹ䊶⍾ᵹ

ᐔᚑ䋲䋲ᐕ䋱䋰

ᶋㆆ⍾

䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮

䉡䉤䉾䉲䊠䊨䊷䊄

ᵹ⍾

Ộᐲ⸘

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈪䈲䋬㑆ᰳ⊛䈮⊒↢䈜䉎⍹ᵹ䉕㒰䈒䋬ᵹ⍾䊶ᶋㆆ
⍾䊶䉡䉤䉾䉲䊠䊨䊷䊄䈱ㅪ⛯⊛䈭᷹ⷰ䉕ታᣉ䈜䉎䇯
1

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

2

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

䇼Ᏹ㗿ኹᎹᵹၞ䈱ᒻ䇽

䇼Ᏹ㗿ኹᎹᵹၞ䈱❑ᢿ൨㈩䈫⍾⒖േᒻᘒ䇽

ጪ䋨㪉㪃㪐㪐㪐㫄䋩 㓶ጊ䋨㪊㪃㪇㪇㪊㫄䋩 ┙ጊ䉦䊦䊂䊤

⊕ጤ⍾㒐䈋䉖ႇ

⮎Ꮷጪ
䋨㪉㪃㪐㪉㪍㫄䋩

Ᏹ㗿ኹᎹᵹၞ

䉰䊑⼱⍾㒐䈋䉖ႇ
ᅱኼ⍾㒐䈋䉖ႇ

Ᏹ㗿ኹᎹ

ᵤਯᶆਅᵹ⍾㒐䈋䉖ႇ

䋨⍹ᵹ䊶ᵹᧁኻ╷⸳⸘ᛛⴚᜰ㊎䉋䉍䋩

ᧄች⍾㒐䈋䉖ႇ
Ṛ
䋨ၮḰὐ䋩

〒㔌㪌㪇㫂㫄
ᮡ㜞Ꮕ㪋㪃㪇㪇㪇㫄

1/19

ንጊᐔ㊁

1/61

ᵹ㑆

ንጊḧ
䋨ᦨᷓㇱ᳓ᷓ㪈㪃㪇㪇㪇㫄䋩

1/30

ᵹ䊶⍹ᵹ
ၸⓍ㑆

⍹ᵹ㑆

3

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

4

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

䇼ኻ⽎▸࿐䈫䈱᷹ⷰᣉ⸳⸳⟎⟎䇽

䇼᷹ⷰⵝ⟎䊶ᣇᴺ䇽
┙ጊ⍾㒐ോᚲ
䊶᳓⸘

⍾㒐ၮḰὐ䋺Ṛ

䊶䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮
(䊌䊦䉴ᑼ䊶࿖✚⎇ᑼ)
䊶᳓⸘
䊶Ộᐲ⸘

ᶋㆆ⍾

┙ጊ䉦䊦䊂䊤

⒓
ฬ
Ꮉ

䊶䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮
(䊌䊦䉴ᑼ)
䊶᳓⸘
䊶ᵹㅦ⸘


Ṛ
ᧄ
ች

䊶䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮(䊌䊦䉴ᑼ)
䊶᳓⸘
䊶❑ဳ䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮䋬ᐩ㕙ᵹㅦ⸘
(❑)
䊶᷹ⷰᨓ

䂓ᶋㆆ⍾䊶䉡䉤䉾䉲䊠䊨䊷䊄䂓
㪮 㪸㫊㪿㩷㪣㫆㪸㪻

ᅱ
ኼ

ᵹ⍾

䷴
丕
⼱

ᵤᵤ ⓨ
ਯ ਯ ⼱ 䊶䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮
(䊌䊦䉴ᑼ)
ᶆᶆ
䊶᳓⸘
ਅ义
ᵹ䷸
丩
义
䷸丂
䊶䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮
丩万
(䊌䊦䉴ᑼ)
丂乊
万
䊶᳓⸘
乊

Ộᐲ⸘䈮䉋䉎⸘᷹
•᳓䋬ᵹㅦ䈫ว䉒䈞䈩᳓ਛ䈱ㅪ⛯
䊂䊷䉺䈏ขᓧน⢻䈪䈅䉎䇯
•ⓨ㑆⊛䈮㈩⟎䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈪䈅䉎䇯

❑ဳ䊊䉟䊄䊐䉤䊮䈮䉋䉎⸘᷹

⊕
ጤ
义
᧻
የ
乊 䊶䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮

䉴䊥䉾䊃ოㇱ䈮㋦⋥ᣇะ䈮䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮
䉕⸳⟎䈚䋬ᵹ⍾䈱㋦⋥ಽᏓ䈱ᛠី䉕ⴕ䈉䇯
䂓ᵹ⍾䂓

(䊌䊦䉴ᑼ
࿖✚⎇ᑼ)
䊶᳓⸘
䊶ᵹㅦ⸘
䊶Ộᐲ⸘

䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮䈮䉋䉎⸘᷹
•᳓䋬ᵹㅦ䈫ว䉒䈞䈩᳓ਛ䈱ㅪ⛯
䊂䊷䉺䈏ขᓧน⢻䈪䈅䉎䇯
•ᵹၞో䈮ⓨ㑆⊛䈮㈩⟎䈜䉎䈖䈫䈏น
⢻䈪䈅䉎䇯
ࡂࠗ࠼ࡠࡈࠜࡦ

ㅘㆊဳႍႇ䈱ᯏ⢻ᬌ⸽

ࡦࠨ▤

ⓨ᳇

␕ߩⴣ⓭

Ᏹ㗿ኹᎹ䈱⍾⒖േ⽎ᛠី
ࡑࠗࠢ

5
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ⓨ᳇ࠍવߞߡⴣ⓭ᵄᒻ߇વ

䊊䉟䊄䊨䊐䉤䊮(Ᏹ㗿ኹᎹᵤਯᶆਅᵹ⍾㒐䈋䉖ႇ)

䂓⋥ធ᷹ⷰ䂓
ᵹ⍾᷹ⷰᨓ䈮䉋䉍⋥
ធᵹ⍾䉕ណข䈚䋬䊊䉟䊄
䊨䊐䉤䊮䈮䉋䉎ᵹ⍾ⷰ
᷹䈱䉨䊞䊥䊑䊧䊷䉲䊢䊮
ᑼ䉕ᬌ⸛䈜䉎䇯

6

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

䇼᷹ⷰⵝ⟎䊶ᣇᴺ 䋨ᵹ⍾䈱⸘᷹䋩䇽

䌾 䉲䊞䉾䉺䊷⍾㒐ႍႇ䈱㐿⊒ 䌾

䇼ㅘㆊဳ⍾㒐䈋䉖ႇ䉕ข䉍Ꮞ䈒ⅣႺ䇽

䂓䊌䊦䉴ᑼ䂓

䂓࿖✚⎇ᑼ䂓

㋕▤䈻䈱␕䈱ⴣ⓭㖸䉕䊙䉟䉪䊨䊐䉤䊮䈪
㓸㖸䈚䋬䊐䉞䊦䉺䊷䈪䊉䉟䉵䉕㒰䈚䈢ᓟ䋬
6Ბ㓏䈱ᒝᐲ䈮Ⴧ䈚䈢㖸䈗䈫䈱ᵄᒻ
䈱ᢙ䉕䊌䊦䉴䈫䈚䈩⸘᷹䈜䉎䇯

� ਅᵹ䈻䈱⍾ଏ⛎䉇↢ᘒ♽䈻䈱㈩ᘦ╬䉕⋡⊛䈫䈚䈩ㅘㆊဳ⍾㒐䈋䉖ႇ䈱ᢛ䈏ㅴ䉄
䉌䉏䇮ਅᵹᴡ䈱ᴡᐥቯ䉇⦟ᅢ䈭ᷧᵹⅣႺ䈱ഃ䈮ነਈ䈚䈩䈇䉎䇯
� ৻ᣇ䇮᳓ᓟඨ䉇ਛዊ᳓ᤨ䈮ᝒ䈚䈢⍾䈏ᕆỗ䈮ᵹ䈜䉎䈭䈬䋬ㅘㆊဳ⍾㒐䈋䉖
ႇ䈱ᯏ⢻䈏චಽ⊒ើ䈪䈐䈝䋬ਅᵹ䈮ᖡᓇ㗀䉕䈿䈜䉅ႎ๔䈘䉏䈩䈇䉎䇯

㋕▤䈮ⴣ⓭䈜䉎ⴣ⓭㖸䈱㖸ᵄᒻ䈱↢
䊂䊷䉺䉕⸥㍳䈜䉎ᣇᑼ䈪䈅䉎䇯
20䈮Ⴧ
15ಽ䈗䈫䈮5⑽㑆䋬100kHz(10ਁ䊂䊷䉺/⑽)
䈪⸥㍳

Ⴧᄢ䋺⚦☸⍾䈱ⴣ⓭䉕ᬌ⍮䈪䈐䉎
Ⴧዊ䋺☻☸⍾䈱ⴣ⓭䈱䉂ᬌ⍮䈜䉎

䂓 䉲䊞䉾䉺䊷ႍႇ 䂓
䉴䊥䉾䊃ㇱ䈮䉲䊞䉾䉺䊷䉕⸳䈔䈩䇮ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩ᠲ䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮ਛዊ
ⷙᮨ䈱⍾ᵹ䉇ᄢⷙᮨ䈭⍾ᵹ䈮ኻ䈚䈩䇮ో䈮⍾䉕ᵹ
䈲ᝒ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫䈜䉎䇯
(⿷㗄)
• ᐔᤨ䈲䉴䊥䉾䊃ᒻᑼ䈪⍾䉕ㅢㆊ䈘䈞䈩ၸ⍾䈘䈞䈭䈇䋨⾂⍾ኈ㊂䉕⛽ᜬ䈜䉎䋩䇯
• ᵹ䈎䉌䈱⍾ᵹ䈏੍ᗐ䈘䉏䋬ਅᵹ䈻䈱ᖡᓇ㗀䈏੍ᗐ䈘䉏䉎႐ว䈮䈲㐿ญㇱ䉕㐽䈛
䈩⍾䉕ᝒ䈜䉎䋨⍾䉕ᱛ䉄䉎䈱䈪᳓ኒᕈ䈲ਇⷐ䈪䈅䉍ቢో䈮㐽䈛䉎ᔅⷐ䈲䈭䈇䇯
⍾䈱ᵹ䉏䉕㒖ኂ䈚䈩㐽Ⴇ䈚䈘䈋䈜䉏䈳䉋䈇䋩䇯
• ᵹ䈪ᄢⷙᮨ፣უ䈭䈬䈏⊒↢䈚䈢႐ว䈲䇮䉲䊞䉾䉺䊷䉕㐽䈛䉎䇯
• ᳓ᦼ㑆ਛ䈮ᣂ䈢䈭⍾↢↥䈏⊒↢䈚䈢႐ว䈲䇮䊝䊆䉺䊥䊮䉫䈮䉋䉍ᖱႎ䉕ᓧ䈩䉲䊞䉾
䉺䊷䉕㐽䈛䉎䋨හᤨ⊛䈭ᠲ䉕น⢻䈫䈜䉎䋩䇯

㋈ᧁ䉌(2010)䉋䉍

Sp � �Qs � R

㋈ᧁ䉌(2010)䉋䉍

Sp䋺㖸ᐔဋ୯
Qs䋺ᵹ⍾㊂
R䋺ᬌ₸
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䌾 䉲䊞䉾䉺䊷⍾㒐ႍႇ䈱㐿⊒ 䌾

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

䌾 䉲䊞䉾䉺䊷⍾㒐ႍႇ䈱㐿⊒ 䌾

䇼䉲䊞䉾䉺䊷⍾㒐ႍႇ䈱᭴ㅧ䇽

䇼䉲䊞䉾䉺䊷⍾㒐ႍႇ䈱ᯏ⢻䊶ലᨐ䇽

᭴ㅧᲧセᬌ⸛䈱䇮ㅒ䊐䊤䉾䊒ᣇᑼ䉕ណ↪

䉴䊥䉾䊃䈱ᓇ㗀䈮䉋䉎᳓䈞䈐䈕䋬⍾ၸⓍ
䈀ᵩ᳓೨ඨ䌾䊏䊷䉪䉁䈪䈁

8

࿕ቯᮮ
ᵹ⍾

䉲䊞䉾䉺䊷
ၸ⍾⢋䈱ㅴⴕ

䈀䊏䊷䉪ᤨએ㒠䈁

᳓ૐਅ

ၸⓍ⍾䈱ᵹ䈏ᄙ䈒䈭䉎

ᵹ㊂

䈀䊏䊷䉪ᤨએ㒠䋺䉲䊞䉾䉺䊷⒖േ䈁

ᵩ᳓ਛ䈮䉲䊞䉾䉺䊷ᠲ䉕
ⴕ䈉䈖䈫䉕⋡ᮡ䈫䈜䉎䇯
⍾䉕ᝒ䈜䉎䈖䈫䉕⋡⊛䈫
䈚䈩䈍䉍䋬䉲䊞䉾䉺䊷ㇱ䈱᳓ኒ
ᕈ䈲ਇⷐ䈪䈅䉎䇯
⍾䈱ᵹ䉏䉕㒖ኂ䈜䉎䈖䈫
䈏䈪䈐䉏䈳䉋䈇䈢䉄䋬ቢో䈮
㐽䉄ಾ䉎ᔅⷐ䈲䈭䈇䇯

ᵩ᳓ᓟඨ䈮
䉲䊞䉾䉺䊷ᠲ

᳓ᄌേ

ᤨ㑆

ᴡᐥ
䉲䊞䉾䉺䊷㐽㎮

䉲䊞䉾䉺䊷䈮䉋䉎⍾ၸⓍ
ᵹ⍾䈱ᛥ

9

Ᏹ㗿ኹᎹ䈮䈍䈔䉎⍾േᘒ᷹ⷰ䈮䈧䈇䈩

䌾 䉲䊞䉾䉺䊷⍾㒐ႍႇ䈱㐿⊒ 䌾

䇼䉲䊞䉾䉺䊷⸳⟎੍ቯ▎ᚲ䇽
┙ጊ⍾㒐ോᚲ
┙ጊ䉦䊦䊂䊤

ᅱ
ኼ

⍾㒐ၮḰὐ䋺Ṛ

ᅱኼ⍾㒐ႍႇ
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