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P-01:地球大気環境保全に向けた富士山測候所の戦略的活用計画： 
『東アジア高所大気化学観測拠点』としての富士山測候所の再生 

（三井物産環境基金助成事業） 

畠山史郎 

NPO法人富士山測候所を活用する会 

 

１．はじめに 

富士山頂はほぼ年間を通して地上付近の影響を受けない自由対流圏に位置することから、国

内の影響を受けにくく越境大気汚染や地球規模の大気観測地点として理想的な場所である。2004

年に有人観測を終了した富士山測候所の施設の一部を気象庁より借用して観測拠点として使用

するための人材と設備の充実を図ることが本研究事業の目的である。 

昨年度に引き続き山頂の管理運営は本活動助成金を中心に行っている。2011 年は３．１１の地

震津波に引き続く原発事故によって、NPO 法人の研究者たちも少なからず影響をうけ、また、2010

年まで夏季山頂維持管理の中心となっていた JAMSTECとの共同研究が終了し、一時は夏の観測

も実施が危ぶまれていた。しかし、本活動資金のおかげで続けることができた。その結果、日本の

象徴的な場所でもある富士山頂が観測の場として維持され続けたことは意義深いことと思われる。

今年度は新しい研究費の獲得もあり、昨年度以上の成果を上げることができた。 

 

２．スケジュール概要 

（1）3月－5月（事前準備フェーズ) 

NPO による研究・活用公募審査の結果、３月中旬には参加プロジェクトが選定されたのを受け、

山頂に機材を設置するグループについては、気象庁を始め、環境省、静岡県教育委員会へ現状

変更申請手続きをとり、5月 21日にはその許可が下りた。5月 25日に観測の具体的事項に関する

関係者の打ち合わせの会議を行い、観測日程、御殿場基地の場所、山頂管理運営委員会による

管理体制などを確認した。併行して「安全マニュアル」、緊急連絡体制、関連帳票類、HP(会員限

定頁)などの見直し更新を行い、開所に備えた。 

(2) 6月－7月初旬（設営準備フェーズ） 

6月 7日山頂へ電気を供給する送電線の定期点検を実施、電線に倒れ掛かる立木を伐採した。

15 日には御殿場市内にアパート(昨年と同じ場所)を賃借し、25 日から山頂班が駐在を開始、測候

所開所に向けて準備に入った。15 日には登山家７名を雇用し、25 日東京理科大において 6 回目

を迎える夏季観測についてプレス発表、29 日に地元の警察署、消防署、市役所などの挨拶回りを

行い夏期観測への協力を依頼した。 

(3) 7月中旬－9月初旬（研究観測フェーズ） 

悪天候のため予定より 1日遅れの 7月 13日に開所。同時に御殿場基地には山頂班に代わり、

御殿場駐在が１名常駐体制に入った。以降 9月 3日まで山頂と御殿場基地が連携しながら研究者

の夏期観測の支援にあたった。①8月 4日に山頂と地上２箇所(いわき市・横浜市)を結んで実施し

たライブ中継開始直後に、回線工事のために通信回線が断となり画像音声の送信が不可能となる

②8月 15日に山麓の送電線配電盤にネズミが入りこんだことが原因で 12時間にわたり停電すると

いう２件の事故が発生し、少なからぬ影響を受けた。 

(4) ９月（撤収・集約フェーズ） 

8 月 31 日には研究者はすべて撤収を完了、山頂班が最終整理を行い 9 月 3 日に商用電源を

切断し閉所下山、御殿場基地での後片付けを行い 9月 6日に御殿場基地も閉所した。9月 28日

には東京理科大で山頂観測に関する関係者の反省会を行った。 
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図 2.1 スケジュール概要 

 

３．ロジステックス 

夏期観測は、富士山頂に延べ約 400 名の研究者が登山・滞在し、約５㌧の機材・物資を山頂に

荷上げし約 50日の期間で集中的に実施される。これらの研究活動を安全・円滑に遂行するために、

物資の充足、安全・確実な人・物資の輸送、インフラ設備の整備、そして合理的な情報管理が求め

られる。 

（1）補給 

食料・飲料水は研究者が自ら調達し、山頂へ運搬するのが基本である。飲料水については、

2012 年から事前に需要相当量の飲料水を一括して山頂に荷上げし、宿泊する研究者に山頂で必

要量を手渡しする方式を試みたが、需要量予測にもとづく適切な補給が課題となった。なお、ブル

の発着する太郎坊にはコンテナ倉庫を確保し、補給基地として有効に活用した。 

（2）輸送 

観測機材、食料、飲料水、生活用水等はブルで荷上げし、機材、ゴミ、し尿等を荷下げしている。

これらの総重量は期間中にそれぞれ5.1㌧、3.5㌧にも達するため、日程調整によりできる限り効率

的な運搬を心がけている。（図 3.1） 

特に観測機材の荷上げが集中する開

所直後の時期は、翌早朝出発時の混乱

を回避するため、前日にブルへの荷積み

を行なっている。 

研究者等の登下山は徒歩が基本であ

るが、登山計画書の提出を義務付け、そ

の計画にもとづき山頂班と御殿場基地が

緊密な連携をとり登下山の安全確保に努

めている。 

夏期の登山シーズン中は、富士宮口と

須走口において登山客・観光客の集中

による交通渋滞を緩和するためマイカー

規制が実施される。2012 年度は、研究者

からの要望も踏まえ、管轄する各自治体
図 3.1 物資のブル輸送実績 

荷物重量（トン）       ブル運行回数 

研究・活用公募審査発表

現状変更申請(気象庁/環境省/静岡県) 　気象庁現状復帰立会い

自衛隊富士演習場立入り許可申請 立入り許可証返却

安全マニュアル/連絡体制/帳票類更新整備

HP/ML準備 Facebook

打合せ(日程決定) 反省会

送電線点検 庁舎点検・電源投入 電源切断

測候所鍵借用 測候所鍵返却

マイカー規制通行証申請

プレスリリース プレスリリース

富士宮市内挨拶※

酸素ボンベ/AED/医薬品手配 AEDレンタルバック

ユーティリティ・無線LANアンテナ工事

レンタカー/寝具/家具レンタル レンタルバック

登山計画受付 東京オペレーション

御殿場基地物件 賃借契約 山頂開所準備 御殿場オペレーション 　　基地撤収/解約

山頂オペレーション 　　閉所/撤収

9月 10月3月 4月 5月 6月 7月 8月
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（富士宮市および小山町）に車両通行証の一括発行申請を行い、利用者の便宜をはかった。 

なお、御殿場基地には夏期観測期間を通してレンタカーを配備し、基地―太郎坊間、基地―ご

み処理場間などの人・物資の輸送に活用したが、遊び(アイドル)時間における有効活用も課題で

ある。 

（3）整備 

測候所建屋および送電線などのインフラ設備については、開所前の点検により機能確認と必要

なメンテナンスを実施し、その機能維持をはかっている。幸い 2012 年度は大きな異常は認められ

なかったものの、建設から既に 50年近くを経過しているため電柱腕金の発錆など経年劣化が進行

しており次年度には何らかの手当が必要と診断されている。８月 15 日夜間に 12 時間に及ぶ停電

事故が発生し、研究グループの観測が少なからぬ影響をうけたが、原因は設備の経年劣化ではな

く、麓の太郎坊にある送電線配電盤へネズミが侵入し地絡を引き起こしたものであった。 

また、NPOが管理している設備ではないが、山頂に設置した携帯電話のアンテナ工事がたまた

まその回線の利用を前提とした NPOの中継イベントと重なり、開始直後に突然通信が途絶すると

いう事故も発生した。富士山では通信回線は不特定多数のユーザーが登山等にも利用しているこ

とも考慮すると、設備の工事作業に際しては関係者間の事前連絡と周知徹底が必須要件であると

いうことを改めて思い知らされた。(表 2.2参照） 

観測データの地上でのリアルタイム監視や PCリモートコントロールなどに使用している無線LAN

は、放医研のご好意によりそのサービスを提供していただいているが、シーズンを通して電波状態

が不安定で、断続的にデータ転送速度が低下するなどの事象のため有効に活用することができな

いまま終わり、研究観測のみならずライブカメラ中継にも影響を受けた。研究観測の無線LANへの

依存度を考慮すると新たなルートによるより安定的な通信の確保などの対策が課題である。 

 

表 2.2 電気・通信関係の事故 

NO 発生/回復 事象/影響 原因/再発防止策

1 工事による携帯回線通信不能

【発生】8月4日(土)13:08

【回復】8月4日(土）14:47

【支障時間】1H39M

【事象】富士山頂、被災地いわき、横浜の

3箇所を携帯電話回線で、子供達を対象

に富士山頂実験室としてイベントを開催し

ていたが、突然通信が途絶し、富士山頂

の画像音声を送信することができなかった。

【原因】当日13：00から、御殿場中継局

の周波数変更工事を行ったため。

【再発防止策】工事作業により停波する

可能性がある場合の事務局への事前連絡

の徹底と関係者への周知。

2 山頂12時間停電

【発生】8月15日(水)21:43

【回復】8月16日(木)9：55

【支障時間】12H12M

【事象】夜間21時43分山頂電気が突然

停電となり、翌朝、太郎坊にある1号キュー

ビクルの遮断機を再投入して回復。

【影響】AU携帯不通、研究用装置停

止。複数の研究グループはPCの再立ち上

げができず、以降の観測を断念した。なお、

環境省バイオトイレはこの間は重油に切り

替えて対応した。

【原因】キュービクル内でネズミが回路に接

触し地絡したと想定される。

【再発防止策】ネズミ侵入防止のため

キューピクルの扉を取り替え(来年実施)。

 

 

（4）情報管理 

大量の研究者・物資の移動および安全確保のためには、そのサービスに直接関わる現場である

山頂班、御殿場基地班と事務局(東京)の間で、登下山情報、荷物運搬情報、関連するイベント情

報等を共有し、オペレーションの円滑化をはかることが必須要件となる。 

研究者からの申請情報は事務局が一元的に集約し、HP(会員限定頁)で随時どこからでも見ら

れるようにして登下山管理の基本となる活動予定などのイベント情報の共有化をはかった。また、

事務局と御殿場基地間では、頻繁に関連情報の更新・送受が行われるため、クラウドサービスを活

用してデータの共有・同期の効率化をはかったが、次年度は山頂を含めた活用が課題である。 

なお、登山道の開通情報、マイカー規制情報、地元で開催される各種行事等は研究者の登下

山に影響するため、情報収集に心がけメーリングリストや HPで関係者に周知した。 
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図 3.1情報の一元化と共有化 

 

４．参加プロジェクト 

参加プロジェクトは 16件(研究 13件、活用３件)で、参加者数を含めプロジェクトの規模は昨年と

ほぼ同程度にとどまった。継続プロジェクトについては観測システムの安定化に伴い、リソース（人

員・滞在日数）を減らしてより能率的な研究体制に移行していることもその一因といえよう。一方で

研究分野については、新たに天文学(日本スペースガード協会)や中学校・高等学校の理科教材

開発といった教育での活用なども加わり、拡がりを見せている。(表 3.1) 

 

表 3.1研究/活用プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

NO 研究プロジェクト 研究者（所属） 分野 区分

(研究）

1 富士山頂における長期二酸化炭素濃度観測 向井人史(国立環境研究所) 大気化学 継続

2 富士山頂における一酸化炭素およびオゾンの夏季の長期測定 加藤俊吾(首都大学東京) 大気化学 継続

3 富士山を観測タワーとした大気中水銀の長距離輸送と沈着に関する研究 永淵 修(滋賀県立大学) 大気化学 継続

4 富士山頂におけるエアロゾル粒子と雲凝結核の測定 三浦和彦(東京理科大学) 大気化学 継続

5 富士山体を利用した自由対流圏高度におけるエアロゾル―雲―降水相互作用の観測 大河内博(早稲田大学) 大気化学 継続

6 宇宙線被ばく線量評価の信頼性向上を目的とした富士山頂での放射線測定 矢島千秋(放射線医学総合研) 放射線 継続

7 富士山体を利用した福島原発起源の放射線核種の輸送に関する調査研究 鴨川 仁(富士山測候所を活用す

る会)

放射線 新規

8 富士山山頂における大気電気現象および超高層大気の観測 鴨川 仁(東京学芸大学) 大気電気 新規

9 富士山測候所雷対策に関する調査研究 土器屋由紀子(富士山測候所を

活用する会)

大気電気 継続

10 富士山測候所のスカイコンディション調査 坂本強(日本スペースガード協会) 天文学 新規

11 富士山の永久凍土研究：研究の第二段階 池田敦(筑波大学) 永久凍土 継続

12 富士山頂短期滞在時の安静及び運動の動脈系血行動態に及ぼす影響に関する研究 浅野勝己(筑波大学名誉教授) 高所医学 継続

13 富士山山頂における酸化ストレス上昇に対する口腔内装置と高濃度溶存酸素水の効果 野口いづみ(鶴見大学歯学部) 高所医学 継続

(活用）

14 富士山旧測候所を利用した通信の可能性について 吉田智将(KDDI株式会社) 通信 継続

15 「富士山頂実験室」 佐藤元(気象実験クラブ) 教育 継続

16 「理科準備室へようこそ」〜富士山頂での教材開発〜 古田　豊(立教新座中・高等学

校)

教育 新規
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研究観測用の機材を山頂に設置するプロジェクトについては、契約書にもとづき気象庁に許可

を受けるほか、環境省(自然公園法)および静岡県教育委員会(文化財保護法)へ現状変更許可申

請を提出し、それぞれの許可を受けたうえで実施している。さらに、撤収時には通年観測機材を含

む残置機材についても気象庁の立ち会いのもと原状回復の確認を受けている。(図 3.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1観測機材の設置場所 

 

５．研究成果 

（1）成果の概要 

継続プロジェクトでは①新規開発した酸性ガス・粒子の高時間型自動分析装置による酸性ガス

の長期連続自動観測(早稲田大・徳島大)②富士山頂のみならず徒歩下山途中および山麓の太郎

坊における気球による定点集中観測での大気エアロゾルの鉛直構造の研究(東京理科大)などの

新たな取り組み、新規プロジェクトでは③天文分野

への応用(日本スペースガード協会)④AC電磁界測

定(電気通信大)なども実施され、その成果が待たれ

ている。 

また、研究成果の定量的な指標の一つとして学

会等での富士山測候所で実施された研究観測によ

る成果の発表件数があげられるが、2007年度以降

のこれらの発表件数は累計で 223件に達している。

この中には学生を始めとする若手研究者も多く含ま

れており、彼らが学生賞を連続受賞していることは、

富士山の観測が若い人たちによって担われている

ことを示し、本活動助成の特筆すべき成果でもある。

（2012年度は 2013年 1月現在の数値）   図 5.1 学会等での研究成果の発表実績 
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（2）インレットの新設 

2012年の特記すべき成果としてインレットの新設による研究環境の整備があげられる。 

富士山頂においてオキシダントを始めとする長距離輸送汚染物質を測定するには、多くの場合、

何らかのエア・インレットを設置して大気エアロゾルを室内に吸引し、室内で測定機器を導入もしく

はサンプラーに捕集を行うこととなる。 

現在１号庁舎で使用しているインレットは、2004年以前の気象庁時代のもので、利用希望者数

の増加に対応できないほか登山者の多い 1号庁舎付近での人為的な汚染などの問題もあり、新た

にインレットを増設することが要望されていた。 

設置場所は①工事量を最小化②外壁加工を伴わない③外部から目立たない④パイプ補強強

度がとれる⑤将来の通年観測に転用できる、などから外側にダクトがある３号庁舎東側とした。 

設置工事は７月 30日に大河内博・早大教授立会いの下に、丸勝工務店が３号庁舎外側の工事

を施工し、７月 31 日に小林拓・山梨大准教授が室内分岐部の取り付けを行い、終了後通気テスト

を経て試験観測を開始した。これにより次年度夏期からの本格的な運用に向けて準備が整った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2 インレット設計図(左)と取り付け完了後(中)工場製作中（右上）室内分岐部（右下）の各写真 

  

６．おわりに 

富士山測候所の 2013年 7月以降の第 3期となる貸付については 2012年 12月３日に東京管

区気象台から公募公示され、富士山測候所を活用する会がこれまでの実績をもとに「企画提案書」

を提出、借受者となることが正式に決定した。第３期契約

では、借受期間は５年間に延長されたほか、夏期・冬期

を通して同一の広い面積を借り受けることができるように

なり、通年観測の際の建物利用の自由度が大幅に高ま

ることになる。 

過去６年間の富士山測候所を利用した研究者等は延

べ 2,200 人以上にも上るが、これまで無事故で終始して

いる。ロジステックスの定義は種々あるが、「大量の人員、

設備、物資がかかわる複雑なオペレーションの細部にわ

たる調整」(the New Oxford American Dictionary) であり、

富士山頂という高所・極地で展開される研究観測活動

を安全・円滑に遂行するために重要な役割を占めて

いるといえよう。           図 6.1夏期観測参加者の推移 

 

*連絡先：畠山史郎（Shiro HATAKEYAMA）, hatashir@cc.tuat.ac.jp
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