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2.3. 公開用データの作成 

2.3.1. データ公開方法 

風況変動データベースの公開システムの作成にあたり、データ公開方法について検討を

実施した。前項までで構築された風況変動データベースの各データは座標を持っているため、

地図化して表現することが可能である。地図化したデータの公開には、（１）WEB-GIS の

利用、（２）PDF 等による図面ファイルのダウンロードによる方法、（３）Google Earth を

利用した方法が考えられる。それぞれメリット、デメリットがあるため、評価項目を定め各

方式について比較を行い、（３）Google Earth を利用する方法を採用した。比較結果を表 

2-13に示す。 

表 2-13 公開方法の比較結果 

評価項目 1)WEB-GIS利用 
2)図面ﾌｧｲﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

（PDF等） 
3)Google Earth 利用 

操作性 △ × ○ 

大容量データの 

表示速度 
○ × △ 

視覚的な分かりやすさ 
（地形・３D表現） △ × ○ 

環境省殿の再生エネ導

入 ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌﾟとの親

和性 

△ × ○ 

運用・管理 × ○ ○ 

システム構築の迅速性 × ○ △ 

データ更新のし易さ △ ○ △ 

システム拡張性 ○ × × 

総合評価結果 △ △ ○ 

この方法では、サーバには KML 形式の

公開データと、公開データにアクセスする

ためのサイト（html 形式）を作成する必要

がある。サイトでは、公開しているデータ

ベースの説明や簡単な操作説明を行い、利

用者が別途操作説明書などを閲覧すること

なく、公開データを表示できるようなわか

りやすいサイトを作成した。クライアント

側では、Google Earth をインストールする

のみでよい。これらを図 2-169に模式的に

記す。 

図 2-169 システム構成模式図 

 構成概略 

利用者の PC 

（Google Earth） 

環境省サーバー 

（公開データ（KML 形式）） 

インターネット 



 - 115 - 

 

2.3.2. 風況変動データベース公開システム 

風況変動データベース公開システム（以下、公開システム）は、大きく二つの要素から

構成されている。1 つは公開システムを起動するためのウェブサイトであり、１つは公開デ

ータを取得するために Google Earth 上で動作する機能である。本項では、それぞれの設計

について記した。 

I. ウェブサイト 

本サイト（システム）の説明や、公開データを取得するための Google Earth 起動ボタン

などを配置する。 

 

(ア) 全体画面構成 

ヘッダー・フッター・全体デザインについては、環境省地球環境局が担当している

サイト（http://www.env.go.jp/earth/index.html）内で公開されることを考慮して、

共通のものを利用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2-170 ウェブサイト全体構成 

(イ) 個別構成要素 

① タイトル 

【文言】 

東北地方における風況変動データベース 

マップデータ掲載日：平成 xx 年 xx 月 xx 日 

【イメージ】 

 

 

図 2-171 タイトル 

 

データ公開の目的と概要 

タイトル 

データの閲覧方法 

システム起動ボタン 

データの説明 
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② データ公開の目的と概要 

【文言】 

 風力発電の導入に向けた検討の参考資料としていただくため、「平成２３年

度東北地方における風況変動データベース作成事業委託業務」において作成し

たマップデータ（約 500m メッシュ）を公開しています。この委託業務では、

東北地方における風力発電事業の風況変動リスク評価のための年平均風速変動

データベースを作成しています。業務の詳細は、成果報告書を参照してくださ

い。 

 なお、本データベースは、年平均風速のみを考慮したデータベースであり、

各種社会条件や事業採算性等は考慮しておりません。また、本データベースに

よって表示される風況データは観測に基づいたものではなく、シミュレーショ

ンによって算出されたものであり、シミュレーション誤差を含んだデータです。

データベースを利用する際は、この点に十分留意してご利用ください。 

 本成果物を利用することによって生じたあらゆる不利益又は損害に対して、

環境省は一切責任を負いません。 

 風況変動データベースを引用する場合には、出典（環境省「風況変動データ

ベース（東北地方）」）や条件等を明記してください。 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

図 2-172 データ公開の目的と概要 

 

③ データの閲覧方法 

【文言】 

Google Earth を利用することで、簡単に閲覧することができます。 

1.「マップデータの閲覧」をクリックし、「開く」を選択すると Google Earth

が起動します。 ※Google Earth をお持ちでない方は、Google Earth のページ

（環境省外、別ウィンドウで表示）からダウンロードが可能です。  

2.地図上で、閲覧したい都道府県または地域（例：「岩手県」）のバルーンをク

リックしてください。  

3.選択した都道府県内の市区町村名一覧がポップアップで表示されます。  

4.閲覧したい市区町村（例：「久慈市」）をクリックすると、該当するデータが

表示されます。  
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5.各メッシュをクリックすると、風況データが表示されます。 

6.凡例をクリックすると、データの色が示す意味が表示されます。 

7.Google Earth を終了する際に、以下の表示が出た場合は「破棄」を選択して

ください。 

 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-173 データの閲覧方法 
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④ システム起動ボタン 

【文言】 

マップデータの閲覧 

 

【イメージ】 

  

 

    図 2-174 「マップデータの閲覧」ボタン 

 

【動作】 

[マップデータの閲覧]クリック：ファイルのダウンロードが始まり、「開く」と

Google Earth が起動する（※インストール済みの場合） 

○各ブラウザでの例 

・IE9              ・FireFox5.0 

 

 

 

 

 

 

・Google Chrome15.0 

 

 

 

 

※画面最下部に表示される。 

図 2-175 各ブラウザでのマップデータの閲覧クリック時の動作 
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⑤ 公開風況データベース項目 

【文言】 

次のデータ項目を公開しています。 

 

風況変動データベース項目 

データ項目 データの説明 

20 年間の年平均風速 
20 年間の年平均風速の平均値[m/s] 

（シミュレーション誤差を加味せず） 

年平均風速の標準偏差 
20 年間の年平均風速の標準偏差[%] 

（シミュレーション誤差を加味） 

年平均風速の最大値 
20 年間の年平均風速の最大値[m/s] 

（シミュレーション誤差を加味せず） 

年平均風速の最小値 
20 年間の年平均風速の最小値[m/s] 

（シミュレーション誤差を加味せず） 

※風況変動データベースは、地上高 80m における 20 年間の年平均風速を使用

して作成した。この年平均風速は気象シミュレーションで得られた 1991 年か

ら 2010 年の 20 年間の風況データ（時間解像度 1 時間・空間解像度 500m）に

基づき作成したものです。 

 

【イメージ】 
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⑥ 免責事項 

【文言】 

本データベースを利用することによって生じたあらゆる不利益又は損害に対し

て、環境省は一切責任を負いません。 

 

本データベースの作成に当たり、その妥当性につきましては細心の注意を払っ

ておりますが、シミュレーション手法によって推定された風況データである性

質上、一定の誤差を含んでいます。データベースを利用する際は、この点に十

分留意してご利用ください。環境省は、風況変動データベースの正確性につい

て保証をするものではありません。 

 

本ウェブサイトに掲載している情報に関し、細心の注意を払っておりますが、

掲載された情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データ

ダウンロード等によって生じた障害や記載事項（リンク等を含む。）が原因で発

生した損害についても、環境省は一切責任を負いません。 

【イメージ】 
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(ウ) サーバ構成 

サーバに設置されるデータのフォルダ構成や命名規則などを設計した。 

① フォルダ構成 

サーバ側に設置するデータのフォルダ構成と、各フォルダに格納するファイル

に関する情報を記した。なお、本システムを設置する環境省のサーバは、Linux

＋Apache環境での動作のため、大文字小文字が区別されることに留意した。 

【フォルダ構成】 

[ApRoot([root]/windState)] 

├─css 

├─data 

│  └─narrowarea 

├─img 

└─linkent 

 

フォルダ 役割 

css ApRoot以下のフォルダで利用するスタイルシートを格納 

data/narrowarea 拡大表示時に利用する kmzデータを格納 

img ApRoot以下のフォルダで利用する画像を格納 

linkent dataフォルダの kmz実体データへのネットワークリンク 

ファイル 

 

1. css フォルダ 

ApRoot 以下で利用するスタイルシートファイル（css）を格納する。 

な お 、 更 に 上 位 に 環 境 省 サ イ ト 内 で 共 通 の ス タ イ ル シ ー ト

（http://www.env.go.jp/common.css）が存在する。これらで利用できるも

のはそのまま利用した。 

※すべて共通スタイルシートを利用したため、本フォルダに格納したファ

イルはない。 

 

2. data フォルダ 

表示データを格納するフォルダを有する。県バルーンを表示するための

kmz ファイルを格納した。 

 

3. data/narrow フォルダ 

拡大表示時時に利用する kmz データを格納した。市町村単位のファイルと

する。 
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ファイルの命名規則：5 桁市町村コード.kmz 

 

4. img フォルダ 

ApRoot 以下のフォルダで利用する画像を格納した。 

 

ファイルの命名規則：特になし 

 

5. linkent フォルダ 

data フォルダの kmz 実体データへのネットワークリンクファイル。本ネ

ットワークリンクファイル内で、Region 設定を行う。 

 

ファイルの命名規則：5 桁市町村コード LinkEnt.kml 
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II. 公開データ取得機能 

(ア) インデックス用 KML 表示 

2.3.2 Ⅰ.で設計した公開用サイトから、2.3.2 Ⅰ.(イ)④ に記したボタンをクリッ

クした際の動作で起動する概略表示用の KML表示機能。 

 

【ファイル】 

ApRoot/data/index.kmz 

 

【搭載レイヤ】 

種類 名称 備考 

ドキュメント 東北 7県  

レイヤ  青森県  

レイヤ  岩手県  

レイヤ  宮城県  

レイヤ  秋田県  

レイヤ  山形県  

レイヤ  福島県  

レイヤ  新潟県  

イメージオーバーレイ 凡例  

 

【動作】 

・レイヤのバルーン内には、各県内の市町村名（漢字）をコード順に一覧する。 

 

(イ) 県バルーン 

県バルーン内の市町村名または"洋上風力”をクリックし、該当する市町村または県

周辺の洋上の風況データを表示する機能。 

 

【ファイル】 

実データ：ApRoot/data/narrowarea/5 桁市町村コード.kmz 

リンクデータ：ApRoot/linkent/5 桁市町村コード LinkEnt.kml 

 

【動作】 

・県バルーン内の市町村名をクリックすると、リンクデータを読み込んで該当市町

村のメッシュデータを表示する。 

 

 

 

 

図 2-176 市町村名クリック時の動作 
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・県バルーン内の"洋上風力"をクリックすると、リンクデータを読み込んで該当県

周辺の洋上風力メッシュデータを表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細】 

・市町村をまたがるメッシュデータは、またがるいずれの市町村データにも含める

ものとした（重複させる）。 

・メッシュデータはポリゴンのため、多数開いた場合に操作性が著しく低下する。

このため、広域表示の際には、メッシュデータを非表示とする。非表示となる高度

については、Google Earth の標準レイヤである、「市区群町村」レイヤと同程度と

した。 

・洋上風力については、範囲を離岸距離 30kmかつ水深 200m未満として抽出した。 

 

(ウ) メッシュデータ属性表示 

 各メッシュデータに、KMLの属性を付与し、それぞれクリックすることで表示する

機能。 

 

【ファイル】 

ApRoot/data/narrowarea/5 桁市町村コード.kmz 

 

【動作】 

 

 

 

 

 

・各メッシュをクリックすると、該当メッシュが保持している属性データを表示す

る。属性項目は次の 4項目とする。 

20年間の年平均風速[m/s] 年平均風速の標準偏差[%] 

 

 

図 2-177 "洋上風力"クリック時の動作 

図 2-178 メッシュクリック時の属性表示 
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年平均風速の最大値[m/s] 年平均風速の最小値[m/s] 

 

【詳細】 

・年平均風速が 5.5m/s未満のデータについては、データの表示は行うが、透明表示

とした。そのため、クリックすると該当メッシュの風況が表示される。 

・メッシュの色分け区分は年平均風速によるものとし、色分けは図 2-179の通りと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-179 メッシュデータの色分け 

※-5.5m/s は透明 
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2.3.3. 風況変動データベースの公開用データ化 

公開用データについては、図 2-180の手

順によって作成した。公開用データベースに

ついては、作成した過去 20 年の風況データ

ベースを座標（緯度経度）と平均風速などの

属性を表形式のデータ（タブ区切りのテキス

ト、csv 形式）に変換した上で、Google Earth

上で扱うことのできる KML の属性形式で

ある HTML 形式に変換した。 

図形データは、今回の対象範囲全域を 1

つのデータとして公開すると、データサイズ

が大きすぎて表示に非常に時間がかかった

り、動作が遅くなったりする、といった不都

合が生じる可能性が高い。従って、全域のデ

ータを市町村単位に分割し、これらの問題が

発生しないように配慮した。 

具体的な図形処理方法としては、東北 7

県を県別に区分し、各県のバルーンを作成し

た。バルーンをクリックすることで市町村名

が表示されるように市町村一覧を HTML 形式で作成した。対象市町村をクリックするとそ

の市町村内に含まれるデータが表示される仕組みとした。表示するデータは、一辺を 0.04

度四方（約 500m）のメッシュデータとして、事業者が計画地点近傍の地域を選択してデー

タを表示できるように配慮した。該当メッシュをクリックすることで各メッシュの属性値

（平均風速など）が表示されるように、属性値を関連づけた。 

それぞれの処理における手順や留意した点などを以下に記した。 

 

I. 過去 20 年間風況データから KML 属性データ作成 

表形式の風況データは、経度、緯度、年平均風速の平均値（m/s）、平均風速の標準偏差

（%）、年平均風速の最大値（m/s）、年平均風速の最小値（m/s）の順に格納されている

（図 2-181）。なお、値のない個所は”nan”と表記されている。 

 

 

 

 

図 2-181 表形式データ（エクセルで読み込んだ場合） 

図 2-180 公開用データ作成フロー 

図形処理 属性処理 

過去20年間の
風況データ

表形式データに
変換

県別の市町村名
一覧作成

東北７県の
バルーン作成

緯度、経度からポイ
ントデータを作成

KMLの属性表形式
（HTML）に変換

各メッシュに、緯度
経度で位置を特定
し、属性値を設定

市町村単位の
メッシュ（100～

500m程度）m作成
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図 2-181に記された表形式のデータから、経度、緯度の列を利用して GIS のポイントデ

ータを作成し、それぞれのポイントに対して、各属性を付与した。これらの作業は、

ArcGIS の「XY データの追加」機能を利用した。 

 

II. 風況データ表示用メッシュデータ作成 

風況データの表示最小単位であるメッシュデータの作成について記した。 

(ア) 東北 7 県ポイントデータの作成 

東北 7 県の各県庁の座標位置に市町村一覧を表示するためのポイントを作成した

（図 2-182）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-182 東北 7 県のポイントと市町村一覧の例 
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(イ) 県別市町村一覧の作成 

県別市町村一覧は、「財団法人  地方自治情報センター（ LASDEC ）

（https://www.lasdec.or.jp/cms/index.html）」よりデータを取得して作成した。 

各都道府県の市町村一覧を表 2-14に記した。 

表 2-14 各都道府県の市町村一覧 

市町村ｺｰﾄﾞ 5 桁 市町村ｺｰﾄﾞ 6 桁 都道府県 市町村名 市町村名（ｶﾅ） 

2201 22012 青森県 青森市 ｱｵﾓﾘｼ 

2202 22021 青森県 弘前市 ﾋﾛｻｷｼ 

2203 22039 青森県 八戸市 ﾊﾁﾉﾍｼ 

2204 22047 青森県 黒石市 ｸﾛｲｼｼ 

2205 22055 青森県 五所川原市 ｺﾞｼﾖｶﾞﾜﾗｼ 

2206 22063 青森県 十和田市 ﾄﾜﾀﾞｼ 

2207 22071 青森県 三沢市 ﾐｻﾜｼ 

2208 22080 青森県 むつ市 ﾑﾂｼ 

2209 22098 青森県 つがる市 ﾂｶﾞﾙｼ 

2210 22101 青森県 平川市 ﾋﾗｶﾜｼ 

2301 23019 青森県 東津軽郡 平内町 ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾋﾗﾅｲﾏﾁ 

2303 23035 青森県 東津軽郡 今別町 ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ｲﾏﾍﾞﾂﾏﾁ 

2304 23043 青森県 東津軽郡 蓬田村 ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾖﾓｷﾞﾀﾑﾗ 

2307 23078 青森県 東津軽郡 外ヶ浜町 ﾋｶﾞｼﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ｿﾄｶﾞﾊﾏﾏﾁ 

2321 23213 青森県 西津軽郡 鰺ヶ沢町 ﾆｼﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾏﾁ 

2323 23230 青森県 西津軽郡 深浦町 ﾆｼﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾌｶｳﾗﾏﾁ 

2343 23434 青森県 中津軽郡 西目屋村 ﾅｶﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

2361 23612 青森県 南津軽郡 藤崎町 ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾌｼﾞｻｷﾏﾁ 

2362 23621 青森県 南津軽郡 大鰐町 ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ｵｵﾜﾆﾏﾁ 

2367 23671 青森県 南津軽郡 田舎館村 ﾐﾅﾐﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ｲﾅｶﾀﾞﾃﾑﾗ 

2381 23817 青森県 北津軽郡 板柳町 ｷﾀﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ｲﾀﾔﾅｷﾞﾏﾁ 

2384 23841 青森県 北津軽郡 鶴田町 ｷﾀﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾂﾙﾀﾏﾁ 

2387 23876 青森県 北津軽郡 中泊町 ｷﾀﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾅｶﾄﾞﾏﾘﾏﾁ 

2401 24015 青森県 上北郡 野辺地町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ﾉﾍｼﾞﾏﾁ 

2402 24023 青森県 上北郡 七戸町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ｼﾁﾉﾍﾏﾁ 

2405 24058 青森県 上北郡 六戸町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ﾛｸﾉﾍﾏﾁ 

2406 24066 青森県 上北郡 横浜町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ﾖｺﾊﾏﾏﾁ 

2408 24082 青森県 上北郡 東北町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ﾄｳﾎｸﾏﾁ 

2411 24112 青森県 上北郡 六ヶ所村 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ﾛﾂｶｼﾖﾑﾗ 

2412 24121 青森県 上北郡 おいらせ町 ｶﾐｷﾀｸﾞﾝ ｵｲﾗｾﾁｮｳ 

2423 24236 青森県 下北郡 大間町 ｼﾓｷﾀｸﾞﾝ ｵｵﾏﾏﾁ 

2424 24244 青森県 下北郡 東通村 ｼﾓｷﾀｸﾞﾝ ﾋｶﾞｼﾄﾞｵﾘﾑﾗ 

2425 24252 青森県 下北郡 風間浦村 ｼﾓｷﾀｸﾞﾝ ｶｻﾞﾏｳﾗﾑﾗ 

2426 24261 青森県 下北郡 佐井村 ｼﾓｷﾀｸﾞﾝ ｻｲﾑﾗ 
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2441 24414 青森県 三戸郡 三戸町 ｻﾝﾉﾍｸﾞﾝ ｻﾝﾉﾍﾏﾁ 

2442 24422 青森県 三戸郡 五戸町 ｻﾝﾉﾍｸﾞﾝ ｺﾞﾉﾍﾏﾁ 

2443 24431 青森県 三戸郡 田子町 ｻﾝﾉﾍｸﾞﾝ ﾀﾂｺﾏﾁ 

2445 24457 青森県 三戸郡 南部町 ｻﾝﾉﾍｸﾞﾝ ﾅﾝﾌﾞﾁｮｳ 

2446 24465 青森県 三戸郡 階上町 ｻﾝﾉﾍｸﾞﾝ ﾊｼｶﾐﾁﾖｳ 

2450 24503 青森県 三戸郡 新郷村 ｻﾝﾉﾍｸﾞﾝ ｼﾝｺﾞｳﾑﾗ 

3201 32018 岩手県 盛岡市 ﾓﾘｵｶｼ 

3202 32026 岩手県 宮古市 ﾐﾔｺｼ 

3203 32034 岩手県 大船渡市 ｵｵﾌﾅﾄｼ 

3205 32051 岩手県 花巻市 ﾊﾅﾏｷｼ 

3206 32069 岩手県 北上市 ｷﾀｶﾐｼ 

3207 32077 岩手県 久慈市 ｸｼﾞｼ 

3208 32085 岩手県 遠野市 ﾄｵﾉｼ 

3209 32093 岩手県 一関市 ｲﾁﾉｾｷｼ 

3210 32107 岩手県 陸前高田市 ﾘｸｾﾞﾝﾀｶﾀｼ 

3211 32115 岩手県 釜石市 ｶﾏｲｼｼ 

3213 32131 岩手県 二戸市 ﾆﾉﾍｼ 

3214 32140 岩手県 八幡平市 ﾊﾁﾏﾝﾀｲｼ 

3215 32158 岩手県 奥州市 ｵｳｼｭｳｼ 

3301 33014 岩手県 岩手郡 雫石町 ｲﾜﾃｸﾞﾝ ｼｽﾞｸｲｼﾁﾖｳ 

3302 33022 岩手県 岩手郡 葛巻町 ｲﾜﾃｸﾞﾝ ｸｽﾞﾏｷﾏﾁ 

3303 33031 岩手県 岩手郡 岩手町 ｲﾜﾃｸﾞﾝ ｲﾜﾃﾏﾁ 

3305 33057 岩手県 岩手郡 滝沢村 ﾅｶﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

3321 33219 岩手県 紫波郡 紫波町 ｼﾜｸﾞﾝ ｼﾜﾁﾖｳ 

3322 33227 岩手県 紫波郡 矢巾町 ｼﾜｸﾞﾝ ﾔﾊﾊﾞﾁﾖｳ 

3366 33669 岩手県 和賀郡 西和賀町 ﾜｶﾞｸﾞﾝ ﾆｼﾜｶﾞﾏﾁ 

3381 33812 岩手県 胆沢郡 金ヶ崎町 ｲｻﾜｸﾞﾝ ｶﾈｶﾞｻｷﾁﾖｳ 

3402 34029 岩手県 西磐井郡 平泉町 ﾆｼｲﾜｲｸﾞﾝ ﾋﾗｲｽﾞﾐﾁﾖｳ 

3441 34410 岩手県 気仙郡 住田町 ｹｾﾝｸﾞﾝ ｽﾐﾀﾁﾖｳ 

3461 34614 岩手県 上閉伊郡 大槌町 ｶﾐﾍｲｸﾞﾝ ｵｵﾂﾁﾁﾖｳ 

3482 34827 岩手県 下閉伊郡 山田町 ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ﾔﾏﾀﾞﾏﾁ 

3483 34835 岩手県 下閉伊郡 岩泉町 ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ｲﾜｲｽﾞﾐﾁﾖｳ 

3484 34843 岩手県 下閉伊郡 田野畑村 ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ﾀﾉﾊﾀﾑﾗ 

3485 34851 岩手県 下閉伊郡 普代村 ｼﾓﾍｲｸﾞﾝ ﾌﾀﾞｲﾑﾗ 

3501 35017 岩手県 九戸郡 軽米町 ｸﾉﾍｸﾞﾝ ｶﾙﾏｲﾏﾁ 

3503 35033 岩手県 九戸郡 野田村 ｸﾉﾍｸﾞﾝ ﾉﾀﾞﾑﾗ 

3506 35068 岩手県 九戸郡 九戸村 ｸﾉﾍｸﾞﾝ ｸﾉﾍﾑﾗ 

3507 35076 岩手県 九戸郡 洋野町 ｸﾉﾍｸﾞﾝ ﾋﾛﾉﾁｮｳ 

3524 35246 岩手県 二戸郡 一戸町 ﾆﾉﾍｸﾞﾝ ｲﾁﾉﾍﾏﾁ 

4101 41017 宮城県 仙台市 青葉区 ｾﾝﾀﾞｲｼ ｱｵﾊﾞｸ 

4102 41025 宮城県 仙台市 宮城野区 ｾﾝﾀﾞｲｼ ﾐﾔｷﾞﾉｸ 

4103 41033 宮城県 仙台市 若林区 ｾﾝﾀﾞｲｼ ﾜｶﾊﾞﾔｼｸ 

4104 41041 宮城県 仙台市 太白区 ｾﾝﾀﾞｲｼ ﾀｲﾊｸｸ 
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4105 41050 宮城県 仙台市 泉区 ｾﾝﾀﾞｲｼ ｲｽﾞﾐｸ 

4202 42021 宮城県 石巻市 ｲｼﾉﾏｷｼ 

4203 42030 宮城県 塩竈市 ｼｵｶﾞﾏｼ 

4205 42056 宮城県 気仙沼市 ｹｾﾝﾇﾏｼ 

4206 42064 宮城県 白石市 ｼﾛｲｼｼ 

4207 42072 宮城県 名取市 ﾅﾄﾘｼ 

4208 42081 宮城県 角田市 ｶｸﾀﾞｼ 

4209 42099 宮城県 多賀城市 ﾀｶﾞｼﾞﾖｳｼ 

4211 42111 宮城県 岩沼市 ｲﾜﾇﾏｼ 

4212 42129 宮城県 登米市 ﾄﾒｼ 

4213 42137 宮城県 栗原市 ｸﾘﾊﾗｼ 

4214 42145 宮城県 東松島市 ﾋｶﾞｼﾏﾂｼﾏｼ 

4215 42153 宮城県 大崎市 ﾅｶﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

4301 43010 宮城県 刈田郡 蔵王町 ｶﾂﾀｸﾞﾝ ｻﾞｵｳﾏﾁ 

4302 43028 宮城県 刈田郡 七ヶ宿町 ｶﾂﾀｸﾞﾝ ｼﾁｶｼﾕｸﾏﾁ 

4321 43214 宮城県 柴田郡 大河原町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝ ｵｵｶﾞﾜﾗﾏﾁ 

4322 43222 宮城県 柴田郡 村田町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝ ﾑﾗﾀﾏﾁ 

4323 43231 宮城県 柴田郡 柴田町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝ ｼﾊﾞﾀﾏﾁ 

4324 43249 宮城県 柴田郡 川崎町 ｼﾊﾞﾀｸﾞﾝ ｶﾜｻｷﾏﾁ 

4341 43419 宮城県 伊具郡 丸森町 ｲｸﾞｸﾞﾝ ﾏﾙﾓﾘﾏﾁ 

4361 43613 宮城県 亘理郡 亘理町 ﾜﾀﾘｸﾞﾝ ﾜﾀﾘﾁﾖｳ 

4362 43621 宮城県 亘理郡 山元町 ﾜﾀﾘｸﾞﾝ ﾔﾏﾓﾄﾁﾖｳ 

4401 44016 宮城県 宮城郡 松島町 ﾐﾔｷﾞｸﾞﾝ ﾏﾂｼﾏﾏﾁ 

4404 44041 宮城県 宮城郡 七ヶ浜町 ﾐﾔｷﾞｸﾞﾝ ｼﾁｶﾞﾊﾏﾏﾁ 

4406 44067 宮城県 宮城郡 利府町 ﾐﾔｷﾞｸﾞﾝ ﾘﾌﾁﾖｳ 

4421 44211 宮城県 黒川郡 大和町 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝ ﾀｲﾜﾁﾖｳ 

4422 44229 宮城県 黒川郡 大郷町 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝ ｵｵｻﾄﾁﾖｳ 

4423 44237 宮城県 黒川郡 富谷町 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝ ﾄﾐﾔﾏﾁ 

4424 44245 宮城県 黒川郡 大衡村 ｸﾛｶﾜｸﾞﾝ ｵｵﾋﾗﾑﾗ 

4444 44440 宮城県 加美郡 色麻町 ｶﾐｸﾞﾝ ｼｶﾏﾁﾖｳ 

4445 44458 宮城県 加美郡 加美町 ｶﾐｸﾞﾝ ｶﾐﾏﾁ 

4501 45012 宮城県 遠田郡 涌谷町 ﾄｵﾀﾞｸﾞﾝ ﾜｸﾔﾁｮｳ 

4505 45055 宮城県 遠田郡 美里町 ﾄｵﾀﾞｸﾞﾝ ﾐｻﾄﾏﾁ 

4581 45811 宮城県 牡鹿郡 女川町 ｵｼｶｸﾞﾝ ｵﾅｶﾞﾜﾁﾖｳ 

4606 46060 宮城県 本吉郡 南三陸町 ﾓﾄﾖｼｸﾞﾝ ﾐﾅﾐｻﾝﾘｸﾁｮｳ 

5201 52019 秋田県 秋田市 ｱｷﾀｼ 

5202 52027 秋田県 能代市 ﾉｼﾛｼ 

5203 52035 秋田県 横手市 ﾖｺﾃｼ 

5204 52043 秋田県 大館市 ｵｵﾀﾞﾃｼ 

5206 52060 秋田県 男鹿市 ｵｶﾞｼ 

5207 52078 秋田県 湯沢市 ﾕｻﾞﾜｼ 

5209 52094 秋田県 鹿角市 ｶﾂﾞﾉｼ 

5210 52108 秋田県 由利本荘市 ﾕﾘﾎﾝｼﾞｮｳｼ 
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5211 52116 秋田県 潟上市 ｶﾀｶﾞﾐｼ 

5212 52124 秋田県 大仙市 ﾀﾞｲｾﾝｼ 

5213 52132 秋田県 北秋田市 ｷﾀｱｷﾀｼ 

5214 52141 秋田県 にかほ市 ﾆｶﾎｼ 

5215 52159 秋田県 仙北市 ｾﾝﾎﾞｸｼ 

5303 53031 秋田県 鹿角郡 小坂町 ｶﾂﾞﾉｸﾞﾝ ｺｻｶﾏﾁ 

5327 53279 秋田県 北秋田郡 上小阿仁村 ｷﾀｱｷﾀｸﾞﾝ ｶﾐｺｱﾆﾑﾗ 

5346 53465 秋田県 山本郡 藤里町 ﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝ ﾌｼﾞｻﾄﾏﾁ 

5348 53481 秋田県 山本郡 三種町 ﾅｶﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

5349 53490 秋田県 山本郡 八峰町 ﾔﾏﾓﾄｸﾞﾝ ﾊｯﾎﾟｳﾁｮｳ 

5361 53619 秋田県 南秋田郡 五城目町 ﾐﾅﾐｱｷﾀｸﾞﾝ ｺﾞｼﾞﾖｳﾒﾏﾁ 

5363 53635 秋田県 南秋田郡 八郎潟町 ﾐﾅﾐｱｷﾀｸﾞﾝ ﾊﾁﾛｳｶﾞﾀﾏﾁ 

5366 53660 秋田県 南秋田郡 井川町 ﾐﾅﾐｱｷﾀｸﾞﾝ ｲｶﾜﾏﾁ 

5368 53686 秋田県 南秋田郡 大潟村 ﾐﾅﾐｱｷﾀｸﾞﾝ ｵｵｶﾞﾀﾑﾗ 

5434 54348 秋田県 仙北郡 美郷町 ｾﾝﾎﾞｸｸﾞﾝ ﾐｻﾄﾁｮｳ 

5463 54631 秋田県 雄勝郡 羽後町 ｵｶﾞﾁｸﾞﾝ ｳｺﾞﾏﾁ 

5464 54640 秋田県 雄勝郡 東成瀬村 ｵｶﾞﾁｸﾞﾝ ﾋｶﾞｼﾅﾙｾﾑﾗ 

6201 62014 山形県 山形市 ﾔﾏｶﾞﾀｼ 

6202 62022 山形県 米沢市 ﾖﾈｻﾞﾜｼ 

6203 62031 山形県 鶴岡市 ﾂﾙｵｶｼ 

6204 62049 山形県 酒田市 ｻｶﾀｼ 

6205 62057 山形県 新庄市 ｼﾝｼﾞﾖｳｼ 

6206 62065 山形県 寒河江市 ｻｶﾞｴｼ 

6207 62073 山形県 上山市 ｶﾐﾉﾔﾏｼ 

6208 62081 山形県 村山市 ﾑﾗﾔﾏｼ 

6209 62090 山形県 長井市 ﾅｶﾞｲｼ 

6210 62103 山形県 天童市 ﾃﾝﾄﾞｳｼ 

6211 62111 山形県 東根市 ﾋｶﾞｼﾈｼ 

6212 62120 山形県 尾花沢市 ｵﾊﾞﾅｻﾞﾜｼ 

6213 62138 山形県 南陽市 ﾅﾝﾖｳｼ 

6301 63011 山形県 東村山郡 山辺町 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏｸﾞﾝ ﾔﾏﾉﾍﾞﾏﾁ 

6302 63029 山形県 東村山郡 中山町 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾔﾏｸﾞﾝ ﾅｶﾔﾏﾏﾁ 

6321 63215 山形県 西村山郡 河北町 ﾆｼﾑﾗﾔﾏｸﾞﾝ ｶﾎｸﾁﾖｳ 

6322 63223 山形県 西村山郡 西川町 ﾅｶﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

6323 63231 山形県 西村山郡 朝日町 ﾆｼﾑﾗﾔﾏｸﾞﾝ ｱｻﾋﾏﾁ 

6324 63240 山形県 西村山郡 大江町 ﾆｼﾑﾗﾔﾏｸﾞﾝ ｵｵｴﾏﾁ 

6341 63410 山形県 北村山郡 大石田町 ｷﾀﾑﾗﾔﾏｸﾞﾝ ｵｵｲｼﾀﾞﾏﾁ 

6361 63614 山形県 最上郡 金山町 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ｶﾈﾔﾏﾏﾁ 

6362 63622 山形県 最上郡 最上町 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ﾓｶﾞﾐﾏﾁ 

6363 63631 山形県 最上郡 舟形町 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ﾌﾅｶﾞﾀﾏﾁ 

6364 63649 山形県 最上郡 真室川町 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ﾏﾑﾛｶﾞﾜﾏﾁ 

6365 63657 山形県 最上郡 大蔵村 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ｵｵｸﾗﾑﾗ 

6366 63665 山形県 最上郡 鮭川村 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ｻｹｶﾞﾜﾑﾗ 
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6367 63673 山形県 最上郡 戸沢村 ﾓｶﾞﾐｸﾞﾝ ﾄｻﾞﾜﾑﾗ 

6381 63819 山形県 東置賜郡 高畠町 ﾋｶﾞｼｵｷﾀﾏｸﾞﾝ ﾀｶﾊﾀﾏﾁ 

6382 63827 山形県 東置賜郡 川西町 ﾋｶﾞｼｵｷﾀﾏｸﾞﾝ ｶﾜﾆｼﾏﾁ 

6401 64017 山形県 西置賜郡 小国町 ﾆｼｵｷﾀﾏｸﾞﾝ ｵｸﾞﾆﾏﾁ 

6402 64025 山形県 西置賜郡 白鷹町 ﾆｼｵｷﾀﾏｸﾞﾝ ｼﾗﾀｶﾏﾁ 

6403 64033 山形県 西置賜郡 飯豊町 ﾆｼｵｷﾀﾏｸﾞﾝ ｲｲﾃﾞﾏﾁ 

6426 64262 山形県 東田川郡 三川町 ﾋｶﾞｼﾀｶﾞﾜｸﾞﾝ ﾐｶﾜﾏﾁ 

6428 64289 山形県 東田川郡 庄内町 ﾋｶﾞｼﾀｶﾞﾜｸﾞﾝ ｼｮｳﾅｲﾏﾁ 

6461 64611 山形県 飽海郡 遊佐町 ｱｸﾐｸﾞﾝ ﾕｻﾞﾏﾁ 

7201 72010 福島県 福島市 ﾌｸｼﾏｼ 

7202 72028 福島県 会津若松市 ｱｲﾂﾞﾜｶﾏﾂｼ 

7203 72036 福島県 郡山市 ｺｵﾘﾔﾏｼ 

7204 72044 福島県 いわき市 ｲﾜｷｼ 

7205 72052 福島県 白河市 ｼﾗｶﾜｼ 

7207 72079 福島県 須賀川市 ｽｶｶﾞﾜｼ 

7208 72087 福島県 喜多方市 ｷﾀｶﾀｼ 

7209 72095 福島県 相馬市 ｿｳﾏｼ 

7210 72109 福島県 二本松市 ﾆﾎﾝﾏﾂｼ 

7211 72117 福島県 田村市 ﾀﾑﾗｼ 

7212 72125 福島県 南相馬市 ﾐﾅﾐｿｳﾏｼ 

7213 72133 福島県 伊達市 ﾀﾞﾃｼ 

7214 72141 福島県 本宮市 ﾓﾄﾐﾔｼ 

7301 73016 福島県 伊達郡 桑折町 ﾀﾞﾃｸﾞﾝ ｺｵﾘﾏﾁ 

7303 73003 福島県 伊達郡 国見町 ﾀﾞﾃｸﾞﾝ ｸﾆﾐ 

7308 73083 福島県 伊達郡 川俣町 ﾀﾞﾃｸﾞﾝ ｶﾜﾏﾀﾏﾁ 

7322 73229 福島県 安達郡 大玉村 ｱﾀﾞﾁｸﾞﾝ ｵｵﾀﾏﾑﾗ 

7342 73423 福島県 岩瀬郡 鏡石町 ｲﾜｾｸﾞﾝ ｶｶﾞﾐｲｼﾏﾁ 

7344 73440 福島県 岩瀬郡 天栄村 ｲﾜｾｸﾞﾝ ﾃﾝｴｲﾑﾗ 

7362 73628 福島県 南会津郡 下郷町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ｼﾓｺﾞｳﾏﾁ 

7364 73644 福島県 南会津郡 檜枝岐村 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ﾋﾉｴﾏﾀﾑﾗ 

7367 73679 福島県 南会津郡 只見町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ﾀﾀﾞﾐﾏﾁ 

7368 73687 福島県 南会津郡 南会津町 ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞｸﾞﾝ ﾐﾅﾐｱｲﾂﾞﾏﾁ 

7402 74021 福島県 耶麻郡 北塩原村 ﾔﾏｸﾞﾝ ｷﾀｼｵﾊﾞﾗﾑﾗ 

7405 74055 福島県 耶麻郡 西会津町 ﾔﾏｸﾞﾝ ﾆｼｱｲﾂﾞﾏﾁ 

7407 74071 福島県 耶麻郡 磐梯町 ﾔﾏｸﾞﾝ ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾏﾁ 

7408 74080 福島県 耶麻郡 猪苗代町 ﾔﾏｸﾞﾝ ｲﾅﾜｼﾛﾏﾁ 

7421 74217 福島県 河沼郡 会津坂下町 ｶﾜﾇﾏｸﾞﾝ ｱｲﾂﾞﾊﾞﾝｹﾞﾏﾁ 

7422 74225 福島県 河沼郡 湯川村 ｶﾜﾇﾏｸﾞﾝ ﾕｶﾞﾜﾑﾗ 

7423 74233 福島県 河沼郡 柳津町 ｶﾜﾇﾏｸﾞﾝ ﾔﾅｲﾂﾞﾏﾁ 

7444 74446 福島県 大沼郡 三島町 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝ ﾐｼﾏﾏﾁ 

7445 74454 福島県 大沼郡 金山町 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝ ｶﾈﾔﾏﾏﾁ 

7446 74462 福島県 大沼郡 昭和村 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝ ｼﾖｳﾜﾑﾗ 

7447 74471 福島県 大沼郡 会津美里町 ｵｵﾇﾏｸﾞﾝ ｱｲﾂﾞﾐｻﾄﾏﾁ 
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7461 74616 福島県 西白河郡 西郷村 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ﾆｼｺﾞｳﾑﾗ 

7464 74641 福島県 西白河郡 泉崎村 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ｲｽﾞﾐｻﾞｷﾑﾗ 

7465 74659 福島県 西白河郡 中島村 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ﾅｶｼﾞﾏﾑﾗ 

7466 74667 福島県 西白河郡 矢吹町 ﾆｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ﾔﾌﾞｷﾏﾁ 

7481 74811 福島県 東白川郡 棚倉町 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ﾀﾅｸﾞﾗﾏﾁ 

7482 74829 福島県 東白川郡 矢祭町 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ﾔﾏﾂﾘﾏﾁ 

7483 74837 福島県 東白川郡 塙町 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ﾊﾅﾜﾏﾁ 

7484 74845 福島県 東白川郡 鮫川村 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾜｸﾞﾝ ｻﾒｶﾞﾜﾑﾗ 

7501 75019 福島県 石川郡 石川町 ｲｼｶﾜｸﾞﾝ ｲｼｶﾜﾏﾁ 

7502 75027 福島県 石川郡 玉川村 ｲｼｶﾜｸﾞﾝ ﾀﾏｶﾜﾑﾗ 

7503 75035 福島県 石川郡 平田村 ｲｼｶﾜｸﾞﾝ ﾋﾗﾀﾑﾗ 

7504 75043 福島県 石川郡 浅川町 ｲｼｶﾜｸﾞﾝ ｱｻｶﾜﾏﾁ 

7505 75051 福島県 石川郡 古殿町 ｲｼｶﾜｸﾞﾝ ﾌﾙﾄﾞﾉﾏﾁ 

7521 75213 福島県 田村郡 三春町 ﾀﾑﾗｸﾞﾝ ﾐﾊﾙﾏﾁ 

7522 75221 福島県 田村郡 小野町 ﾀﾑﾗｸﾞﾝ ｵﾉﾏﾁ 

7541 75418 福島県 双葉郡 広野町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ﾋﾛﾉﾏﾁ 

7542 75426 福島県 双葉郡 楢葉町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ﾅﾗﾊﾏﾁ 

7543 75434 福島県 双葉郡 富岡町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ﾄﾐｵｶﾏﾁ 

7544 75442 福島県 双葉郡 川内村 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ｶﾜｳﾁﾑﾗ 

7545 75451 福島県 双葉郡 大熊町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ｵｵｸﾏﾏﾁ 

7546 75469 福島県 双葉郡 双葉町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ﾌﾀﾊﾞﾏﾁ 

7547 75477 福島県 双葉郡 浪江町 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ﾅﾐｴﾏﾁ 

7548 75485 福島県 双葉郡 葛尾村 ﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝ ｶﾂﾗｵﾑﾗ 

7561 75612 福島県 相馬郡 新地町 ｿｳﾏｸﾞﾝ ｼﾝﾁﾏﾁ 

7564 75647 福島県 相馬郡 飯舘村 ｿｳﾏｸﾞﾝ ｲｲﾀﾃﾑﾗ 

15101 151017 新潟県 新潟市 北区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ｷﾀｸ 

15102 151025 新潟県 新潟市 東区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ﾋｶﾞｼｸ 

15103 151033 新潟県 新潟市 中央区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ﾁｭｳｵｳｸ 

15104 151041 新潟県 新潟市 江南区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ｺｳﾅﾝｸ 

15105 151050 新潟県 新潟市 秋葉区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ｱｷﾊｸ 

15106 151068 新潟県 新潟市 南区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ﾐﾅﾐｸ 

15107 151076 新潟県 新潟市 西区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ﾆｼｸ 

15108 151084 新潟県 新潟市 西蒲区 ﾆｲｶﾞﾀｼ ﾆｼｶﾝｸ 

15202 152021 新潟県 長岡市 ﾅｶﾞｵｶｼ 

15204 152048 新潟県 三条市 ｻﾝｼﾞﾖｳｼ 

15205 152056 新潟県 柏崎市 ｶｼﾜｻﾞｷｼ 

15206 152064 新潟県 新発田市 ｼﾊﾞﾀｼ 

15208 152081 新潟県 小千谷市 ｵﾁﾞﾔｼ 

15209 152099 新潟県 加茂市 ｶﾓｼ 

15210 152102 新潟県 十日町市 ﾄｵｶﾏﾁｼ 

15211 152111 新潟県 見附市 ﾐﾂｹｼ 

15212 152129 新潟県 村上市 ﾅｶﾂｶﾞﾙｸﾞﾝ ﾆｼﾒﾔﾑﾗ 

15213 152137 新潟県 燕市 ﾂﾊﾞﾒｼ 
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15216 152161 新潟県 糸魚川市 ｲﾄｲｶﾞﾜｼ 

15217 152170 新潟県 妙高市 ﾐｮｳｺｳｼ 

15218 152188 新潟県 五泉市 ｺﾞｾﾝｼ 

15222 152226 新潟県 上越市 ｼﾞﾖｳｴﾂｼ 

15223 152234 新潟県 阿賀野市 ｱｶﾞﾉｼ 

15224 152242 新潟県 佐渡市 ｻﾄﾞｼ 

15225 152251 新潟県 魚沼市 ｳｵﾇﾏｼ 

15226 152269 新潟県 南魚沼市 ﾐﾅﾐｳｵﾇﾏｼ 

15227 152277 新潟県 胎内市 ﾀｲﾅｲｼ 

15307 153079 新潟県 北蒲原郡 聖籠町 ｷﾀｶﾝﾊﾞﾗｸﾞﾝ ｾｲﾛｳﾏﾁ 

15342 153427 新潟県 西蒲原郡 弥彦村 ﾆｼｶﾝﾊﾞﾗｸﾞﾝ ﾔﾋｺﾑﾗ 

15361 153613 新潟県 南蒲原郡 田上町 ﾐﾅﾐｶﾝﾊﾞﾗｸﾞﾝ ﾀｶﾞﾐﾏﾁ 

15385 153851 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 ﾋｶﾞｼｶﾝﾊﾞﾗｸﾞﾝ ｱｶﾞﾏﾁ 

15405 154059 新潟県 三島郡 出雲崎町 ｻﾝﾄｳｸﾞﾝ ｲｽﾞﾓｻﾞｷﾏﾁ 

15461 154610 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 ﾐﾅﾐｳｵﾇﾏｸﾞﾝ ﾕｻﾞﾜﾏﾁ 

15482 154822 新潟県 中魚沼郡 津南町 ﾅｶｳｵﾇﾏｸﾞﾝ ﾂﾅﾝﾏﾁ 

15504 155047 新潟県 刈羽郡 刈羽村 ｶﾘﾜｸﾞﾝ ｶﾘﾜﾑﾗ 

15581 155811 新潟県 岩船郡 関川村 ｲﾜﾌﾈｸﾞﾝ ｾｷｶﾜﾑﾗ 

15586 155861 新潟県 岩船郡 粟島浦村 ｲﾜﾌﾈｸﾞﾝ ｱﾜｼﾏｳﾗﾑﾗ 

 

(ウ) 市町村単位メッシュデータの作成 

メッシュデータを、表 2-14に記した市町村の単位で分割した。市町村の境のメッシ

ュデータは隣り合う両方の市町村いずれにも含めることとした。これにより、デー

タの重複は発生するが、メッシュデータがどの市町村に含まれるのかを意識せずデ

ータを閲覧することが可能である。模式的に、図 2-183にイメージを示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) GIS データをメッシュに適用 

0.04 度四方で作成されたメッシュデータ内には、必ず 1 点の風況データ（図 2-181

に記したデータの 1 行）が含まれる。メッシュデータに風況データを付与するた

図 2-183 市町村またがりのメッシュデータ 

市町村界 B 市 

A 市、B 市いずれのデー

タセットにも含まれる界 A 市 
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め、空間的な結合処理を行った。図 2-184に模式図と、作成結果のデータイメー

ジを記した。赤枠で記したメッシュに黒丸の風況データを付与するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

３ ４ 

２ 
風況

ID 

メ ッ シ

ュ 

ID 

年平均風速 年 平 均 標

準偏差  

・・・ 

1 1 7.45334 3.4584   

2 2 6.94853 1.3309  

3 3 6.89841 0.99831  

4 4 7.33342 3.45848  

 

図 2-184 メッシュと風況データとの空間結合 
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2.3.4. 公開データの閲覧方法 

 

I. 基本操作 

(ア) トップページの「マップデータの閲覧」をクリックする。 

 

 

(イ) 「開く」を選択すると Google Earth が起動する。 
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(ウ) 閲覧したい地域（例：「岩手県」）のバルーンをクリックする。 

 

 

(エ) 選択した都道府県の市町村名一覧がポップアップで表示される。 
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(オ) ポップアップした画面から、閲覧したい市町村名をクリックすると、該当するデー

タが表示される。 

 

 

(カ) Google Earth 終了際に、以下の表示が出た場合は「破棄」を選択する。 
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II. 陸上風力・洋上風力データの見方 

 

 

洋上風力は、選択された県近くの海域のデータが表示される。 

陸上風力は、市町村単位のデータが表示される。 
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III. 凡例区分の見方 

凡例区分は、年平均風速別に色分けされている。 

 

5.5m/s 未満のデータは透明のメッシュで表示されていて、属性データ自体は存在して

いる。 
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2.3.5.  Google Earth の主な使い方 

I. データの表示 

 

(ア) 拡大・縮小、回転など。マウスや 

キーボードでも操作が可能。※ 

※）Google Earthユーザガイド 

http://earth.google.co.jp/userguide/v5/ 

(

イ) 

下
位
の
項
目
は
、

 ＋ 

ク
リ
ッ
ク
で
開
き
、

 － 

ク
リ
ッ
ク
で
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(ウ) チェックボックスのオン・オフで、表示・非表示の切り替えが可能 

http://earth.google.co.jp/userguide/v5/
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II. 透過 

透過度を完全に透明から不透明まで調整可能である。 

 

(ア) 透過させたいコンテンツを選択する。 

(イ)透過指示バーをマウスでスライドすると、背景等を透

かして見ることができる。 

※複数の透過させたい情報をフォルダにまとめて入れて、フォルダに対して透

過設定を行うと、まとめて透過させることができる。 



 - 143 - 

III. 標準で搭載されているデータ 

県の境目、市町村名を表示する。 

 

 

(ア) [プライマリ データベース] > [境界線や地名] > [境

界] の順に展開する。 

(イ) 地図上に表示させたいレイヤをチェックする。上

図では、都道府県境界・都道府県名・市区郡町村名を表

示している。 

表示の ON/OFF は、「(ア)データの表示」を参照するこ

と。 

※ インターネットに接続されていなければ表示できない。 
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IV. 地形の表示 

Google Earth のオプションにて地形を立体的に表示することが出来る。 

 

(ア) [ツール] メニュー > [オプション] > [3D ビュー] タブの順にクリックす

る。 

(イ)「地形を表示」にチェックを入れると、高低が表示される。その状態でビ

ューを斜めにすると、地形をより分かりやすく表示することができる。 




