
 

 

 

 

    

 

笹倉さん：池原から（9月 15日） 

 

まず第一に点検口下の水のたまり具合を記録することが必要です。 

小屋に行った人に写真を撮ってもらいそれを笹倉さんか榎本さんに送

ってもらう。 

写真は出来るだけ同じ位置から同じアングルで取ることが望ましいで

す。 

温湿度については積雪期は計れませんね。又床板の温度の測定は

難しく人による測定誤差が激しいです。 

つまり床板との接触具合で色々と差が出ます。床板に横から穴を開け

その中の温度を小屋に着いた時、すぐに温度計を入れて 10分ほど後

読み値を記録してもらうことが必要です。他の音湿度計も同じ時間に

計ることが必要です。 

本当は熱伝対温度計を常時設置し読みを記録してもらうことでしょう

が・・・・・・。  

「苗名小屋」に関心を向けると・・・ 
守り人たちのメールの遣り取り（2012年の夏） 



                                                   

各位：笹倉（9月 14日） 

表記を想定した場合の判定方法についてコーヒータイムに考えてみました。 

（小屋床下の土が非常に冷たく空気がひんやりしているので結露を疑ってい

ます） 

池原先生、YWV気象予報士（？）の松本さんいかがでしょう。 

小生の浅才で考えたものですが、お知恵のある方考えてください。 

-------------- 

(1) 用意するもの 

温度計 7個 湿度計 5個 いずれも 100円ショップのもので良いと思います。 

気圧計 1個 

(2) 測定箇所 

・温度（空気温度） 

北側換気口外、南側換気口外、東側縁下、居室点検口付近（床下） 居室

内 計 5箇所 

・温度（表面接触温度） 

居室点検口付近の床温度、居室点検口付近の防湿シート上の温度 計 2箇

所 

・湿度 

北側換気口外、南側換気口外、東側縁下、居室点検口付近（床下） 居室

内 計 5箇所 

 

（測定方法） 

各データを表に記録 

（測定内容） 

日時、天候、気圧、周囲ガスの有無、温度、湿度、その他 

（判定方法） 



・小屋外のデータから温度と湿度、気圧から飽和蒸気量を計算 

（その飽和蒸気量を含んだ空気がそのまま床下に流れ込んだと仮定） 

・飽和蒸気量の数値と床下温度から露点を計算→結露の判断 

以上 

 

池原です。（9月 14日） 

 

今後の小屋整備関係の優先順位について以下コメントします。 

 

●項目として「４．床下換気対策の試行（特命で２９期松本、１２期榎本）」 は

ありますが「データ取り」が抜けています。 

 

●換気対策で事が足りるかどうかは今後のデータ次第です。換気する前に

水がどうして入るのかを調べることが大切です。 

 とりあえずの対策として換気の試行は進めるとして恒久対策は原因究明の

後進めることが基本です。 

 場合によっては換気することで小屋外の湿った空気を呼び込みさらに水滴

が出来てより湿ってしまうことも考えられます。 

 極端には換気口をふさいで小屋床下を密閉した方が良いのかもしれませ

ん。 

 換気対策の試行と並行してよろしくデータ取りをお願いします。 

                                 

 

OB、現役の皆さまへ（9月 13日） 

 

今週（連休）は草刈＆ドライブにでも小屋方面へ出かけようかなと考えていた

のですが集まらず残念ですね。OB榎本さん、松本さん、親跡さん、現役斉

藤さん、先週は打ち合わせありがとうございました。手が空かず行けなくてす

みませんでした。 

さて、以下記事録コメント欄に返信しますので、よろしく。以下→です。 

笹倉 

--------------- 

今後の小屋整備関係 



 

先日の日曜日に関係者と打合せして、今後の小屋整備のついて、参加人員

により項目が左右されますが、優先順位を以下のようにまとめて見ましたので、

ご意見等あればよろしく！ 

 

１．防腐材、ペンキ等の壁、庭ベンチ等の全面塗り（２人１．５日？） 

２．玄関雪囲い破損部の修理（積雪圧力対策考慮）（２人０．５日） 

３．北側雪囲板置き場下の換気口開通と地面掘り（１人０．５日） 

４．床下換気対策の試行（特命で２９期松本、１２期榎本） 

  →具体的な作業方法は？電気は使いますか？（容量の問題） 

５．スノーダンプのWAXがけ（１人０．５日） 

６．冬用資材の調達（プロパンガス充填、灯油（２０Lポリタン５、６本）、ガソリン

等） 

  →炭も要確認です。 

７．発電機の点検等（特命で３０期笹倉） 

  →了解。点検はしますが、電圧不安定（過電圧、不足電圧）、ノイズの多

い状態はか   わりないと思います。電圧カット機能、絶縁トランスなど考え

る必要あると思います。 

８．その他（雪囲板不足分作成、コタツまわり、台所炭置き台作成、２階残？

資材の整理・廃棄・・・・） 

 

人員に寄りますが、今期検討あるいは試行し、来年以降に実施の項目とし

て、 

１．北面の雪囲い検討（本実施では、穴掘り、柱立て、金具取付、雪囲板作

成等必要） 

２．林道入口の看板の修理または再制作 

３．林道から小屋前までの道路整備 

４．太陽パネル雪破損防止柵？（笹倉さん担当？） 

５．造林小屋屋根ペンキ塗り（３月末の残雪がベスト？）＆屋根破損修理（？

岡田さん？） 

６．人で次第しだいですが、南面の地面掘り 

７．小屋周囲への穴あき排水管路の埋設 

 

その他、天気と人手しだいですが、布団類の天日乾し等。 



→そろそろ布団を丸洗いか、シーツすることも考えたほうが良いです。汚れの

目立つものも増えてきました。 

 

今冬（２０１３年１月～３月）の予定案 

 第１回雪下ろし  １月１２日～１４日 （雪の状況により、１９日、２０日） 

（現役スキー合宿（予定） センター試験休み利用 １月１７日～２０日） （＊

１） 

 第２回雪下ろし  ２月９日～１１日 

→雪が多い場合、2月～3月にもう 1回必要と思います。1/12-14は例年で

すと降ろす必要性があるほどは積もっていないと思います。 

 第３回雪下ろし＆春の小屋行事 ３月１６日、１７日 あるいは ２３日、２４日 

→雪下ろし以外の上記５メンテも必要なので人手が必要と思います。 

 

現役へ（＊１） 

スキー合宿に絡んでですが、山スキーもできるように以下小屋にアイディアが

ありますが、 

いかがですか？ご意見あれば。 

 

（１）スキーの中古（使える休眠品）を OBから募る。 

（２）山スキーへビンディング改造する（小屋で改造工事） 

（３）スキー保管掛けを作る（外倉庫）。 

（４）スノーシューの増備（外倉庫） 

（５）スキー保管掛けを作る。 

 

以上 

 

 

山小屋メーリングリスト各位 ＆ 関係各位（9月 12日） 

  

OB 会山小屋委員長 １２期榎本です。９月のメルマガで既に連絡済みです

が、９月から１１月までの予定は、９月１５日～１７日、１０月６日～８日、１１月３

日、４日で、案内いたしました。しかし、直近の９月は番外で、参加者が集まり

そうもありませんので中止します。 



また、１１月は国大の学祭とバッティングしており、現役の参加を考えると変更

してはとの意見があり、現主将の５４期齋藤さんとも相談した結果、次週の１１

月１０日（土）、１１日（日）に延期したいと考えております。 

  

１０月６日（土）～８日（月）は、例年、秋のメイン行事『キノコ採り！』を予定し

ておりますので、初秋？の妙高を楽しんでいただきたく、早めの参加連絡を

お願いします。既に、鈴木会長からはご友人との参加表明をいただいており

ますので、皆様にもよろしく！ 

  

今後の小屋整備関係 

先日の日曜日に関係者と打合せして、今後の小屋整備について、参加人員

により項目が左右されますが、優先順位を以下のようにまとめて見ましたので、

ご意見等あればよろしく！ 

  

１．防腐材、ペンキ等の壁、庭ベンチ等の全面塗り（２人１．５日？） 

２．玄関雪囲い破損部の修理（積雪圧力対策考慮）（２人０．５日） 

３．北側雪囲板置き場下の換気口開通と地面掘り（１人０．５日） 

４．床下換気対策の試行（特命で２９期松本、１２期榎本） 

５．スノーダンプのWAXがけ（１人０．５日） 

６．冬用資材の調達（プロパンガス充填、灯油（２０Lポリタン５、６本）、ガソリン

等） 

７．発電機の点検等（特命で３０期笹倉） 

８．その他（雪囲板不足分作成、コタツまわり、台所炭置き台作成、２階残？

資材の整理・廃棄・・・・） 

  

人員に寄りますが、今期検討あるいは試行し、来年以降に実施の項目とし

て、 

１．北面の雪囲い検討（本実施では、穴掘り、柱立て、金具取付、雪囲板作

成等必要） 

２．林道入口の看板の修理または再制作 

３．林道から小屋前までの道路整備 

４．太陽パネル雪破損防止柵？（笹倉さん担当？） 

５．造林小屋屋根ペンキ塗り（３月末の残雪がベスト？）＆屋根破損修理（？

岡田さん？） 



６．人で次第しだいですが、南面の地面掘り 

７．小屋周囲への穴あき排水管路の埋設 

  

その他、天気と人手しだいですが、布団類の天日乾し等。 

  

今冬（２０１３年１月～３月）の予定案 

 第１回雪下ろし  １月１２日～１４日 （雪の状況により、１９日、２０日） 

（現役スキー合宿（予定） センター試験休み利用 １月１７日～２０日） 

 第２回雪下ろし  ２月９日～１１日 

 第３回雪下ろし＆春の小屋行事 ３月１６日、１７日 あるいは ２３日、２４日 

  

以上 

  

池原（8月 21日） 

 

今朝ほど報告した小屋床下の水の現状について観測結果を補足します。 

図面を添付できないので説明が難しいですが一応記述します。 

 

床下のビニールは地面からの水の蒸発を阻止する目的で置かれている様で

すが、かなりしわが寄っていて表面はでこぼこです。そのﾋﾞﾆｰﾙ・シートのへ

こんだところに水が部分的ですがうっすらと溜まっています。 

床の下側はじっとりとぬれています。 

①融雪季節の水害の可能性： 

このビニール・シート上に水が流入するには相当の量の床下浸水が必要で

す。おそらく床下水位 10ｃｍは必要でしょう。しかし小屋の基礎に開けた通風

孔からの水の侵入はその形跡も見られませんし考えられません。 

②融雪期に小屋の壁または柱伝いで小屋内部に水が浸入し土台の上を流

れてﾋﾞﾆｰﾙ上に滴り落ちた可能性：見た目では確認できませんでした。これ

はこの一年間で観測してはどうかと考えます。基礎の上を流れた水はビニー

ル上には落ちにくいです。基礎を伝って地面に吸収されるものと考えます。  

 

基礎：建物の下の地面に作る砂利固めからその上のｺﾝｸﾘｰﾄ等の部分  

土台：基礎の上に置き建物の重量を受ける横材です。つまり小屋の下の横

梁です。 



③小屋外の水が小屋下へ流れ込む可能性： 

①で考えてまずはなさそうです。それでも小屋基礎から外の地面を斜めに削

ってみました。夕立で水の流れを確認しました。 

④地面からの蒸発等による湿気の可能性： 

  ﾋﾞﾆｰﾙ・シートの下側は乾いてます。地面は乾燥しているほどではありま

せん。 

                                                      

以上  

 

笹倉です（8月 20日） 

 

個人的には以下の仮説を考えています。池原さんの①～④に続くものです。 

⑤（状況）小屋の外は熱く乾いていても、小屋床下は常にひんやりと冷えて

いる（防湿シートはただの厚目のビニールなので、冷たい土の温度をそのま

ま伝えている）。 

床下ベニアと梁の下部は濡れている。以前から湿気の多い場所は、床下に

カビが生え始めている。 

 

（原因の推定）湿気の多い外気（飽和水蒸気量に近い）が換気口より流れ込

み、床下の冷たい土や床板で空気が冷やされ露点以下になる。→水分がた

まり、ビニールシートに貯まる、乾かないので水が蓄積される。 

 

（観測方法案） 

温度計と湿度計を複数設置する（ダイソーの１００円温度計と湿度計でよいと

思います）。 

小屋の外の気温と湿気、小屋床下の気温と湿気の関係を季節ごとに記録す

る。（露点温度を計算してみる） 

 

（対策） 

よくわかりません。外気の湿気の多いとき（ガスや雨の日）は床下の換気を遮

断。外気の乾燥している日は積極的な換気が必要と思いますが、現実的な

対応は無理ですね。 

⑤の仮説の場合は、常時換気が逆効果になる場合もあります。 

 



私も平日は忙しいので考えている暇もありませんが、皆さんで知恵を絞って

欲しいと思います。現役も夏休みの宿題と思って考えてみてはいかが？大学

の役に立たない机上の学問より楽しいですよ！ 

 

取り急ぎ、気づいた点、昼休みにメールします。笹倉 

 

 

８期池原（8月 20日） 

榎本さんから小屋床下に水が溜まっているとの報告があり急遽見に出かけて

きました。  

池原は現役３年生の軍司君と谷口君を１時に南太田駅で拾い小屋着１６日

朝５時半でした。小屋には１６日まで５期諸角さんご夫妻とその子供孫達が居

られて賑やかで楽しい時間でした。諸角さんご家族が帰られた後には３０期

笹倉くんと我々３人の合計４名で、夕方には２９期松本君が小屋入りし５名に

なりましたが午前中までと比較してシーンとした静寂の中でお酒を楽しみまし

た。 

ともかく小屋には現役４名、ＯＢ３名の合計７名となりました。 

 

７名で小屋整備をし、小屋生活を楽しみ、松本さんは１７日夜帰り、残りの６名

は１９日(日)朝７時に小屋を出て昼に帰宅しました。印象に残ったことは以下

です。 

 

１．軍司君と谷口君の秘境温泉について： 

妙高山直下の地獄谷へ秘境温泉の旅に行ってきました。 

源泉は熱いので谷川の水と旨く混ぜ合わせて入ったとのこと泥が多いので

青の工事 

用ビニールを持って行き敷いて湯船を作り入ったとのことです。詳しくはご本

人に聞 

いてください。 

 

２．小屋の床下水について： 

小屋の床下を見て確かに水が溜まっていることを確認、水の流入経路をアー

でもないコーでもないと議論、雪解け水や雨水の浸入でないことはほぼ間違

いなし。 



それでは地面からの蒸発か？ビニールの地面側は乾いておりこれも否定

的。 

結論としては床下に流入した空気(今回データでは晴天でも小屋室内で湿

度８０%以上でした）が床下で結露したれて滴り落ち溜まったとしか考えられな

いことと意見が一致しました。 

以上は結論ではありません。この一年間見続けデータを取ってはと考えま

す。  

 

◎榎本さん、他小屋委員の方そして有志の方へ： 

床下をこの一年間観察し続けませんか。その時どのようなデータを取るかを

決めてください。 

以下は池原案です。思いつくままに列記しました。皆さんで議論して決めて

指示ください。 

①毎回床の下側の湿り具合を観察する。 

個人によって印象が違うでしょうがアナログ的で良いです、見た感覚を書

いておきましょう。 

②出来れば写真を撮る。 

③床の下側に結露はないか。冬の窓に結露するような状態になっているかど

うか。 

④床の下側に金属板（薄いアルミ箔等が良い）を床板に密着させて貼り付け

てみても良いですね。板は水を吸収してしまうので金属板といったのです。

厚い板では金属であるが故の結露が出ます。板に密着させないと板の温

度になりません。 

⑤点検口下に湿度計を置いてデータを取ってはどうでしょうか。 

⑥床下乾燥用に土台部分に開口部を作ったがこれが逆効果になっているか

もしれない。湿度の高いしかも比較的暖かい空気がここから流入し、小屋

の冷たい床板に接触して結露？とにかくまだ判りません。 

 

３．小屋周囲の水はけについて： 

１７,１８日夕方猛烈な夕立雨がやってきましたが皆さんの溝堀のおかげでか

なり水は流れています。 

ただ溝には草が生え落ち葉が堆積して流れが悪くなっています。流れの滞り

が随所に見られ小屋周囲の特に小屋の窓側下の溝はお堀状態、また南側と

玄関側は浅い池状態でした。 



雨がやんでもこのお堀と池は残り小屋周囲の地面に吸い込まれました。 

小屋乾燥という点ではいまひとつです。 

  

◎榎本さん、他小屋委員の方そして有志の方へ： 

降った雨を小屋から離れたところに流す。そういった地盤下げ・溝掘りへの配

慮が必要です。どうすればよいか議論し皆さんに指示ください。 

                                                       

池原です（8月 14日） 

 

結局遥か昔から言っているように小屋周囲の地面を下げることです。 

皆さんなかなか信じてくれないのですが一番効果のあるのは地面下げです。 

エンビパイプなどというと新技術のように思えるのでしょうがこれは小屋周囲

に溝を作るということです。 

エンビパイプの利点はその中には雪が積もらないということです。溝では雪が

積もって水の流れが悪くなることがあります。この場合雪解け水による冠水が

起こるかも知れません。 

ともかく一番良いのは小屋の建っている地面を周囲より数十ｃｍ高くすること

です。つまり逆に小屋周囲の地面を 30ｃｍでもいいから掘り下げてください。 

溝ではなく出来るだけ広い範囲をです。そこのところをわかってほしい。 

10人がかりで 1日やればかなり出来るんですがね。小屋の前のＢＢＱ広場は

ほとんど私一人で掘り下げましたが。今は体力的に出来ません。よろしく。 

 

 

関係各位（8月 12日榎本） 

 

OB会小屋委員長 榎本です。お盆休み小屋前半（１１日～１２日（１３日早朝

帰り））の報告です。 

前半のメインであった中電産業の松口さん（他１名）の調査ですが、１１日

（土）の午後、小屋に寄ってもらいました。まず、屋根の穴対応ですが、結論

としては小枝径の小さな穴であれば、現状の処置で雨漏りもないなら、しばら

く様子をみたらどうかとの事でした。屋根を葺き替えるとなるとトタンを巻き込

む工法なので、部分的とは行かずに大事になってしまうので・・・内側からもコ

ーキングをしっかりやって置けば大丈夫ではないかとのことでした。 

 



次に、床下の湿気・結露についてですが、結論としては以前から池原さん

が言っていますように、小屋周りの水抜き対策をしないと根本？対策にならな

いのではないかとのこと。 

基礎はブロックなので、水を通しやすく下から湿気や雪解け水、雨水等が

滲み込み、雪解けの冠水？で隙間から流れこむ可能性もあるとのこと。８月

になっても北側の基礎は湿っているのは、地下水の影響もあるのではない

か。  

対策としては、小屋の周囲に、排水用の塩ビパイプ（１００mm径で穴があ

けたものがあるそうです。）を砂利等で周りに埋め込み、上側は砂利ではなく

小枝等の敷き詰めても良いとのこと。 

この排水路で、しみ込む水や雪解け水、雨水を南側に強制排水すれば、

かなり改善されるのではないかとのこと。 

 

帰ってからＷＥＢで見ると、芝生の排水対策等、園芸分野でやっているよう

です。また、雨対策、雪解け水対策で北側にも雪囲いや外壁を設けたもうが

よいのでは都のことです。 

強制排気は、やらないよりは良いが・・とあまり効果は無さそうな感じでした。

とは言っても、今やれることはと思い、家から使わなくなった小型の首振り扇

風機を持ってきまして、北側の左角に置いて送風体制を作りました。 

１００Ｖ２２Ｗ程度ですので、取りあえず照明用の電源で動かしています。

連続運転は心配ですので、ＯＮ－ＯＦＦタイマーを買ってきて、２．５ｈオン０．

５ｈオフで回しています。昼間、かんかん照りではありませんでしたが、太陽

光パネルをすべてアップして、充電状況を確認しましたが、扇風機を回した

状態でも満充電になっていました。 

あとは、２階の断熱材が数カ所剥がれていましたので修復、台所レンジ上

部の網戸の落下防止、依頼された、井戸調査、残部材チェックをして、帰りま

した。 

尚、２階清掃と１階床の雑巾掛けを、１４期狩野さんと友人の金田さんにや

って頂きました。ありがとうございました。 

以上、とりあえず報告します。 


