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期日： 2016年（平成28年）3月13日(日) 　13：00-17：30  

会場： 東京大学理学部小柴ホール（東京都文京区本郷7-3-1） 

共催： 認定N PO 法人富士山測候所を活用する会

東京理科大学総合研究院山岳大気研究部門

後援：三井物産株式会社

公益財団法人日立財団

公益財団法人粟井英朗環境財団

一般財団法人新技術振興渡辺記念会

独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金

13:00 開会宣言： 加藤 俊吾(第９回成果報告会 実行委員長)

開会挨拶： 畠山 史郎(認定N PO 法人富士山測候所を活用する会理事長)

13:05-14:00　【オーラルセッション１】 座長：和田龍一(帝京科学大学）

ID 発表者・所属

O -1 ○大河内博(早稲田大学)

O -2 ○三浦和彦(東京理科大学)

O -3 ○皆巳幸也(石川県立大学) 大河内博,緒方裕子(早

稲田大学)畠山史郎(東京農工大学)

O -4 ○野村渉平(国立環境研究所)

14:10-15:10　【オーラルセッション2】 座長：永渕 修（滋賀県立大学）

ID 発表者・所属

O -5 ○加藤俊吾(首都大学東京)

O -6 ○米持真一(埼玉県環境科学国際センター)

O -7 ○鴨川 仁(東京学芸大学)大気電気・雷研究グループ

O -8 ○安本 勝((株)ヤマザキ)佐々木一哉(東海大学)鴨川

仁(東京学芸大学)野村渉平,向井人史(国立環境研)

高橋浩之(東京大学)大胡田智寿,土器屋由紀子(富

士山測候所を活用する会)

16:30 -17:30　【オーラルセッション3】 座長：佐々木一哉（東海大学）

ID 発表者・所属

O -9 ○矢島千秋,松澤孝男,保田浩志(放射線医学総合研

究所)

O -10 ○鵜飼尚弘(Q BIC社会実証準備W G山地森林チーム)

O -11 ◯古田豊(立教新座中・高),立教新座高観測部生徒

O -12 ○浅野勝己(筑波大学名誉教授)

富士山頂における宇宙線中性子の連続モニタリング

富士山山頂における補正データの効果に関する基礎的観測

「理科準備室へようこそ」ー富士山頂での教材開発 IV ー

富士山学校科学講座の開講および高所順応トレー二ングの実

施

タイトル

第９回成果報告会 プログラム

タイトル

富士山周辺の大気環境保全のための越境汚染・火山ガス調

査事業

富士山体を利用したエアロゾルの気候影響の研究―新粒子生

成、成長、雲生成ー

富士山頂を利用した越境大気汚染に起因する降水の酸性化

機構の解明

7年間の富士山頂のCO 2濃度観測結果

タイトル

富士山頂での夏季のオゾン、一酸化炭素、二酸化硫黄の測定

富士山頂で日単位採取したPM 2.5の化学組成と起源

2015年大気電気・雷研究の成果について

富士山測候所導入高圧ケーブル内接地線電流観測結果と今

後の観測方法・雷対策
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15:10-16:30　【ポスターセッション】（ロビーホール）

ID 発表者・所属

P-1 ○外賀陽春,島田幸治郎,畠山史郎(東京農工大学)

P-2 ○和田龍一(帝京科学大学)

P-3 ○永淵修,中澤暦,加藤俊吾,土橋直弥(滋賀県立大

学)
P-4 ○緒方裕子(早稲田大学)

P-5 ○小川智司(早稲田大学)

P-6 ○小野一樹(早稲田大学)

P-7 ○松永昂樹(早稲田大学)

P-8 ○廣川諒祐(早稲田大学)

P-9 ○橋口 翔,三浦和彦(東京理科大学)青木一真(富山

大学)
P-10 ○須藤俊明,監物友幸,片岡良太,岩本洋子,三浦和

彦(東京理科大学)
P-11 ○監物友幸,須藤俊明,片岡良太,岩本洋子,三浦和

彦(東京理科大学)加藤俊吾(首都大学東京)
P-12 ○片岡良太,監物友幸,須藤俊明,川口尚輝,岩本洋

子,三浦和彦(東京理科大学)加藤俊吾(首都大学東
P-13 ○佐藤光之介,監物友幸,片岡良太,岩本洋子,三浦

和彦(東京理科大学)
P-14 ○渡辺詩織,土井瀬菜,岩本洋子,三浦和彦(東京理

科大学)
P-15 ○川口尚輝,三浦和彦(東京理科大学)

P-16 ○土井瀬菜,岩本洋子,三浦和彦(東京理科大学)

P-17 ○冨田悠登,東郷翔帆,新田英智,金谷辰耶,鴨川仁

(東京学芸大学)
P-18 ○大島 燦,鴨川 仁(東京学芸大学),安本 勝(アンテッ

ク)
P-19 ○高橋周作,鴨川 仁(東京学芸大学),三浦和彦(東京

理科大学)
P-20 ○小名木すみれ,鈴木裕子,成嶌友祐,鈴木智幸,鴨川

仁(東京学芸大学)
P-21 ○石川朗子,大島 燦,鴨川 仁(東京学芸大学),三浦和

彦(東京理科大学)
P-22 ○新田英智,東郷翔帆,冨田悠登,鴨川 仁(東京学芸

大学)
P-23 ○成嶌友佑,鴨川 仁(東京学芸大学)

P-24 ○鈴木智幸,鈴木裕子,鴨川 仁(東京学芸大学)

P-25 ○堀内雅弘(山梨県富士山科学研究所)

P-26 ○山根秋郷(放送大学)

P-27 ○古田 豊(立教新座中・高),立教新座高観測部生徒

富士山測候所短期滞在時の睡眠状態

富士山山頂における夜空の明るさの変動の調査

「理科準備室へようこそ」ー富士山頂での教材開発 IV ー

太郎坊における福島原発事故起原の放射線スペクトル測定

2015年富士山頂から観測された高高度放電発光現象

雷雲直下強電場における大気電気観測

データロガー測候所内越冬運用報告

富士山頂からのスプライト検知時のVLF帯電磁波について

富士山頂から検知された巨大ジェットについて

2015年8月13日の富士山測候所直撃雷

大気粒子中陰イオン界面活性物質の動態と起源推定 (1)

富士山山麓および東京神楽坂におけるエアロゾル物理特性の評

価
富士山麓太郎坊における粒径分布の測定

富士山頂における粒径分布の測定〜短時間高濃度現象の発

生とその要因
富士山頂および富士山麓太郎坊における粒径分布の測定

2015年夏季の富士山頂におけるエアロゾルの雲凝結核特性

係留気球を用いた富士山太郎坊における個別エアロゾル粒子の

鉛直分布
富士山頂、太郎坊におけるラドン娘核種の変動とその特徴

富士山で捕集したエアロゾルの個別粒子分析

フジサットについて

富士山における大気中微小粒子および超微小粒子の観測

タイトル

富士山頂におけるエアロゾル化学成分の粒径別測定

富士山頂におけるNO yの計測

富士山頂で観測された火山起源の水銀

富士山頂におけるエアロゾルおよび雲水中粒子の観測

富士山体を利用した自由対流圏大気中酸性ガス、ガス状水銀

および水溶性エアロゾルの観測
富士山における大気中PAH sの観測
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O-01:富士山周辺の大気環境保全のための越境汚染・火山ガス調査事業 

 

大河内博 1, 5，緒方裕子 1, 5，皆巳幸也 2, 5，小林拓 3, 5，畠山史郎 4, 5土器屋由紀子 5， 

1. 早稲田大，2.石川県立大，3. 山梨大，4.東京農工大，5. NPO 富士山測候所を活用する会 

 

１．はじめに 

 中国の PM2.5 高濃度問題と日本への越境汚染が大きな社会問題なっており，本助成を受けて越境

大気汚染の実態調査を行ってきた．また，2014 年夏には御嶽山噴火により尊い人命が失われたが，

富士山体から放出される火山ガスのモニタリングは富士山噴火の前兆を早期発見する上で重要であ

る．本事業では富士山周辺の大気環境保全と備災・防災・減災の観点から調査を行った． 

 

２．方法 

富士山麓太郎坊でガス，エアロゾル，雲水，雨水の通年観測を行って，国境を越えて運ばれてく

る大気汚染物質の実態解明を行うとともに，2015 年7月16 日～8月21日まで夏季集中観測を行い，

大気観測とともに土壌空気中ガス状水銀濃度の観測も行った． 

 

３．結果・考察 

 富士山南東麓太郎坊（標高1300 mm）は日本有数の多雨地帯であり，国土交通省・赤塚雨量観測所（N 

35°19′48″，E138°48′11″）における 2002年〜2014年までの平均降雨量 4089 mm，平均降雨

日数 166日であり，2010年には 5345 mm/yを記録している．図 1に富士山麓太郎坊における 2009

年から2015年までの雲発生率，雲水量（LWC），雲水pHおよび雲水中NO3-/SO42-比（N/S比）の経年

季節変化を示す．太郎坊における雲発生率は最大で 20 %程度であり，春から夏にかけて高くなる傾

向にあった．雲水量は春に高く，冬季に低くなる傾向にある．冬季に雲水pHは低く，N/S比が増加

したことから，硝酸による酸性化が生じていた．冬季には海塩粒子由来のNa+とCl-が高いことから，

北西季節により大陸由来の汚染空気塊が日本海上空を輸送される過程で海塩粒子を取り込み，富士

山南東麓まで輸送されてきた可能を示している． 

 太郎坊における2014年の夏季観測で指針値（40 ng/m3）を超える高濃度の大気ガス状水銀（GEM）

が観測された．GEM は温度依存性を示し，火山堆積物からの揮発や山体放出の可能性が考えられた

ことから，2015年夏季に土壌空気中 GEMの観測を行った．図 2に示すように，土壌深部から表層に

向かって濃度増加し，大気中では急減に濃度低下した．この結果は，夏季の地温上昇により表層土

壌で水銀がガス化し，大気へ揮散したことを示唆している．土壌中GEMの起源が富士山火山堆積物

に由来するのか，山体放出によるものかは定かではなく，さらなる調査が必要である． 

*連絡先：大河内博 (Hiroshi OKOCHI)、hokochi@waseda.jp 

図 1 富士山麓太郎坊における雲発生頻度，雲水

pHおよびNO3
-/SO4

2-比の経年季節変化 

図 2 富士山麓太郎坊における大気および土

壌空気中ガス状水銀濃度の鉛直分布 

 

mailto:hokochi@waseda.jp
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O-02：富士山体を利用したエアロゾルの気候影響の研究―新粒子生成、成長、雲生成― 

 
三浦和彦1、岩本洋子1、川口尚輝1、須藤俊明1、橋口翔1、片岡良太1、監物友幸1、土井瀬菜1、渡辺詩織1、 

佐藤光之介1、永野勝裕1、加藤俊吾2、小林 拓3、速水 洋4、青木一真5、矢吹正教6、大河内博6、植松光夫7 

1. 東京理科大学、2. 首都大学東京、3.山梨大学、4.電力中央研究所、5.富山大学、6.京都大学、 

5.早稲田大学、6.東京大学大気海洋研究所 

１．はじめに 

エアロゾル粒子は雲凝結核となり、雲のアルベード、寿命を変えることで気候に影響するが、いまだ理

解の水準は低い（IPCC 2013）。富士山山頂は年間を通して自由対流圏に位置することが多い。そこで、

新粒子生成のメカニズムを調べるために、2006 年から夏季だけではあるが、山頂と太郎坊においてサブ

ミクロン粒子の粒径分布、ラドン、イオンを測定している。山頂では 2010 年から雲凝結核（CCN）濃度を、

2013 年からフォグモニターにより霧粒（雲粒）を測定している (三浦ら、2015)。また、2014 年秋から太郎坊

において通年観測を始めた。 

 

２．方法 

山頂、富士山測候所（標高 3776ｍ）において、7 月 19 日〜8 月 23 日まで、エアロゾルの粒径分布、雲

（霧）粒、雲凝結核濃度、ラドン濃度、イオン濃度の連続測定を行った。1 号庁舎 2 階の窓から外気を引き、

拡散ドライヤーで 20%以下に乾燥させ、走査型移動度分析器(SMPS)と光散乱式粒子計数器 (OPC)を用

いて4.4〜5000nmにわたる粒径分布（片岡ら、2016；監物ら、2016）と雲凝結核濃度（DMT, CCN-100）（佐

藤ら、2016）を測定した。小イオン濃度、ラドン・トロン（川口ら、2016）、オゾン・一酸化炭素（加藤ら、2016）

は窓から直接捕集した。また、インパクターで捕集した個別粒子を TEM/EDX を用いて形態観察を行っ

た（土井ら、2016）。3 号庁舎に設置したインレットから直接外気を引き、OPC、SO2（加藤ら、2016）を測定

した。また、フォグモニター（東大大気海洋研植松先生と共同）を 3 号庁舎西面に設置し、霧粒濃度を連

続測定した。 

山麓の太郎坊（標高 1300ｍ）において，2014 年 9 月からエアロゾルの粒径分布、ラドン濃度、イ

オン濃度、スカイラジオメータ（Prede, POM-02）（富山大青木先生と共同）（橋口ら、2016）の連続

測定を行った。また、7 月〜8 月はライダー、ソーダー（京都大学矢吹先生と共同）により、鉛直分

布の観測を行った。8 月 3 日〜5 日に太郎坊において係留気球観測、ゾンデ観測（渡辺ら,2016）

を行った。 

 

３．結果 

太郎坊において測定した各要素の季節変化を図１に示す。 

ラドン濃度の季節変化を見ると、秋から冬にかけて高濃度、春季から夏季にかけて低濃度の季

節変化を示した。9 月はデータ数が少ないため、この傾向から外れたものと思われる。（川口ら、

2016） 

 SMPS で測定した粒子数濃度の季節変化を見ると、12 月〜3 月にかけて 30nm 以下の粒子が高

濃度となっている。この期間、新粒子生成発生率も高く、スカイラジオメータで測定した直達光強

度も高いが、谷風発生率は減少していた。つまり谷風の有無より、日射量の強さの方が新粒子生

成発生に影響を及ぼすことを示している。（須藤ら、2016） 

  エアロゾルの光学的厚さは冬季に小さく、春季から夏季にかけて増加する明瞭な季節変化がみ

られた。また月平均値は全期間を通じて太郎坊が神楽坂に比べ低く推移していたことから、2 地点

間のエアロゾル量に明確な違いが現れている。一方、オングストローム指数は両地点ともに明瞭な

季節変化が見られなかった。2015 年 3 月には両地点で値が 1 を下回ったが、これは黄砂に代表

される、アジア大陸からの汚染気塊の輸送に伴う粗大粒子の卓越によるものと推測される。（橋口

ら、2016）

 2015 年 7〜8 月の山頂および太郎坊における観測結果、太郎坊における集中観測の結果につ

いては、ポスタ―で報告する。 
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図１ 太郎坊における個数濃度、ラドン計数値、光学的厚さ、オングストローム指数の季節変化 

 

謝辞 

観測は、NPO法人「富士山測候所を活用する会」が富士山頂の測候所施設の一部を気象庁から借

用管理運営している期間に行われた。この間、多くの山頂班員、研究者、学生のお世話になった。

記して感謝する。本研究の一部は、科研費基盤研究 C（25340017）（代表三浦和彦、2013〜2015 年度）、

東京理科大学特定研究助成金共同研究（代表三浦和彦、2013〜2014 年度）、名古屋大学太陽地球環

境研究所「地上ネットワーク観測大型共同研究」（代表三浦和彦、2013〜2015 年度）、東京理科大学総合

研究機構山岳大気研究部門 2014・2015 年度活動経費・活動補助費の助成により行われた。 

 

参考文献 

片岡良太ら：第9回成果報告会講演予稿集、2016／加藤俊吾ら：第9回成果報告会講演予稿集、2016 

川口尚輝ら：第9回成果報告会講演予稿集、2016／監物友幸ら：第9回成果報告会講演予稿集、2016 

佐藤光之介ら：第9回成果報告会講演予稿集、2016／須藤俊明ら：第9回成果報告会講演予稿集、

2016 土井瀬菜ら：第 9 回成果報告会講演予稿集、2016／橋口翔ら：第 9 回成果報告会講演予稿集、

2016 

三浦和彦ら：第8回成果報告会講演予稿集、2015／渡辺詩織ら：第9回成果報告会講演予稿集、2016 

*連絡先：三浦和彦(Kazuhiko MIURA)、miura@rs.kagu.tus.ac.jp 

mailto:miura@rs.kagu.tus.ac.jp
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O-03:富士山頂を利用した越境大気汚染に起因する降水の酸性化機構の解明 
日立財団 平成27 年度 環境ＮＰＯ助成 

 

皆巳 幸也 1、大河内 博 2、緒方 裕子 2、畠山 史郎 3 

1. 石川県立大学、2. 早稲田大学、3. 東京農工大学 

 

１．はじめに 

大陸域からの越境型大気汚染は社会でも広く知られるようになり、近傍の汚染源が考えにくい山岳域

や日本海沿岸域でも降水の酸性化が懸念されている。酸性物質の長距離輸送を解明するには、その輸

送経路である自由対流圏に突き出しており、国内の影響を排除した考察を行うことが可能となる富士

山頂での観測が有効である。また富士山では大気中に浮遊する物質が雲粒（霧粒）に溶解した形で存在

する機会が多いため、降水の酸性化メカニズムを解明するには絶好の立地となっている。そこで本研究

では、ガスや粒子状の酸性物質と、そこから生成する酸性雲・酸性雨を採取・分析し、同時に今後の動向

を見るうえで重視すべき経年的な変動を明らかにすることも試みた。また、酸性物質と起源を同じくし、

その後の挙動も似通っているものが存在する微量金属元素も同時に分析した。 

 

２．観測 

  山頂での観測は2015年7月19日～8月20日に行い、冒頭の7月19日～23日は集中観測を実

施した。試料は以下の方法により採取および分析を行った。雲水は細線式パッシブサンプラーで採

取した。試料は密栓して冷蔵保存し、研究室に持ち帰った後に孔径 0.45µm のメンブランフィルタ

ーで吸引ろ過してpH と導電率を測定した。主要無機イオンはイオンクロマトグラフ法、微量金属

元素は ICP-MS（誘導結合プラズマ発光－質量分析法）と還元気化水銀測定法でそれぞれ分析した。 

 

３．結果と考察 

  山頂に到達した気塊の起源により雲水を分類したと 

ころ、右の図に示すとおり大陸南部からの場合にpH 

および硝酸（NO3-）／非海塩硫酸（nss-SO42-）比が低 

くなる（後者は１以下）傾向が見られ、雲の酸性化に 

は硫酸が大きく寄与していることが示唆された。また 

海洋由来の気塊は4,000 m以上の高度を輸送されてお 

り、比較的清浄であると考えられるため、雲水中での 

成分濃度はバックグラウンド値と言うことができる。 

その値は、pHが5.29、N/S比が2.07であった。 

  微量金属元素では、総濃度はほぼ全ての元素で海洋 

起源よりも大陸南部起源の気塊で高くなっていた。特 

にSeは大陸南部起源で海洋起源の約12倍となり、大 

陸でのSe排出が推測された。また前年までの結果から 

挙動が類似していることが示されている雲水中のAs 

（ヒ素）とSe（セレン）は、今回の結果では両者の相

関係数が0.963と非常に高かった。 

 

 

*連絡先：皆巳 幸也 (Yukiya MINAMI)、yumin@ishikawa-pu.ac.jp 
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O-04： 7年間の富士山頂のCO2濃度観測結果 
 

野村渉平、向井人史 

国立環境研究所 

 

１．はじめに 

我々は、2009年7月から毎日JST22-24時に富

士山頂の大気中 CO2 濃度測定を行っている。本

報では、これまで得られた約 7 年間の観測結果

と、北半球の CO2 濃度平均値と考えられる Mauna 

loa で観測された CO2 濃度、ならびに民間旅客機

を利用して大気中 CO2 濃度の観測を行っている

CONTRAILで得られた富士山頂付近のCO2濃度

との比較を行い、富士山頂の CO2 濃度について

論じた。 

 

２．方法 

CO2濃度の観測には NDIR(LI-COR: Li-840)が

内蔵された省電力型CO2計、鉛蓄電池100個、標

準ガスボンベ(NIES95 scale)3 本を用いた(図 1)。

CO2 計は保温コンテナに収納し、それを断熱材で

覆った。 

測候所は 7-8 月のみ商用電源が供給されるた

め、その期間に 1 年間の CO2 濃度観測に必要な

電力を蓄電池に充電させた。大気中 CO2 濃度の測定は、室内空気、外気空気、標準ガスボンベ 1、2、3

の順に計測し、それを 4 セット行い、それらで得られた値から大気中の CO2濃度を求めた。 

  

３．結果 

(1) 蓄電池100 個の総電源電圧値(図2) 

毎年、8 月に蓄電池に充電された電力で翌 7 月までの期間、CO2 計を稼働できた。フル充電時の電圧

値と、越冬後充電前の電圧値はそれぞれ 13.4V、12.2V で毎年ほぼ一定であった。 

(2) CO2計を収納した保温コンテナの温度(図3) 

 コンテナ内の温度は、一度も 0 度を下回ることがなかった。コンテナ内の温度は、室内の温度と正の相

関関係(R2=0.987)にあり、室温が 1℃変化するとコンテナ内の温度は 0.92℃変化した。 

(3) CO2濃度(図4 と図5) 

富士山頂の CO2 濃度は、Mauna loa の CO2 濃度より夏期において 2-10ppm 低く、冬期において 2-

12ppm 高かった。続いて、富士山頂の CO2濃度と CONTRAIL で得られた CO2濃度を比較すると両者の

濃度は、ほぼ一致しており、その差は 0.05±2.13ppm であった。 

(4) 空気塊の由来別の⊿CO2濃度(図６) 

富士山頂の値から Mauna loa の値を引いた⊿CO2 濃度について、夏期(6 月,7 月,8 月)と冬期(12 月,1

月,2 月)の⊿CO2 濃度を、空気塊の由来別(シベリア方面、中国方面、東南アジア方面、太平洋方面、日

本近郊)に区分した。夏期において、シベリア方面からの空気塊は全てマイナスであった。中国方面は、

値に大きな幅があり、最高値、最低値ともに中国方面からの空気塊であった。東南アジア方面、太平洋方

面、日本近郊は、0 よりややマイナスであった。冬期において、空気塊の由来の多くが中国大陸からであ

り、大半の値は、プラスであった。 

 

図1 CO2計の概略図 
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４． まとめ 

電源に制限がある富士山頂の測候所において、7 年間、安定的に毎日CO2濃度の観測が行えた(雷に

よる影響による観測機器の故障を除く)。得られた観測値は、CONTRAIL（航空機観測）とほぼ同じ値であ

った。また富士山頂の CO2濃度は、Mauna loa と比較し夏期は 2-10ppm 低く、冬期において 2-12ppm 高

かった。加えて夏期と冬期それぞれにおいて Mauna loa より低い・高い濃度を示した日の空気塊はシベリ

ア地域・ユーラシア大陸を通過したものが大半であった(図6)。 

以上から、富士山頂の CO2濃度は広範囲にわたるアジア域の情報を有しており、本地点での継続的な

CO2濃度観測は、アジア域の炭素循環の変移の理解に大きな貢献ができることが示唆された。 

 

図2 蓄電池100 個の総電圧値     図3 機器が内蔵されたコンテナ・室内・室外の気温 

   
図4 CO2濃度の推移         図5 富士山頂と CONTRAIL で得られた CO2濃度の比較 

 

図6 空気塊の由来別の⊿CO2濃度 

 

*連絡先：野村 渉平 (Shohei Nomura)、nomura.shohei@nies.go.jp 
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O-05：富士山頂での夏季のオゾン、一酸化炭素、二酸化硫黄の測定 
 

加藤俊吾 1、三浦和彦 2、大河内博 3、小林拓４、鴨川仁５ 

1. 首都大学東京、2. 東京理科大学、3. 早稲田大学、4. 山梨大学、5. 学芸大学 

 

１．はじめに 

都市域での大気汚染物質は自動車の排気ガスなど燃焼過程が大きな発生源である。汚染大気は光化

学反応により光化学オキシダント（おもにオゾン：O3）や微小粒子を生成し、発生源地域だけでなく輸送さ

れて他の地域にも影響をおよぼす。燃焼の際に排出される一酸化炭素（CO）は大気中で 1-2 か月と比較

的長い間存在しているため、大気汚染の輸送状況を知る指標として使うことができる。光化学反応により

生成した O3 が高濃度になると、人体や植物への悪影響をおよぼす。富士山頂は近傍の大気汚染発生源

の影響を受けにくく、長距離越境汚染の影響を捕らえるのに適している。CO と O3 を富士山頂で測定し、

長距離輸送されてくる大気汚染についての検討を行った。また、石炭燃焼や火山などから放出され酸性

雨の原因となる二酸化硫黄（SO2）についても測定を行った。 

２．測定 

富士山測候所において 2015 年 7 月 21 日から 8 月 19 日にかけて自動連続測定装置により大気観測

を行った。CO は Thermo Environmental Instruments 社の 48C, O3は 49i、SO2は 43C-TL を使用した。

COおよびO3計は１号庁舎に設置して外気測定を行った。SO2計は3号庁舎に設置し、ハイボリュームサ

ンプラーで吸引しているインレットから大気を採取した。測定データはインターネット経由で確認できるよ

うにし、SO2濃度についてはリアルタイムで web サイトで閲覧できるようにした。 

３．結果 

2015 年夏季の CO および O3 の濃度変

動を図１に示す。発生源から十分離れてい

る富士山頂においても大きな濃度変動が

みられ、CO と O3 はおおよそ似たような変

動をしている。これは夏季に富士山頂に到

達する空気は清浄な海洋性の大気、発生

源の影響を受けている大陸方面からの大

気が入れ替わっているためである。基本的

には清浄な大気は CO, O3 ともに低濃度

で、汚染大気は両者とも高濃度となる。 

図２に 2015 年夏季の SO2の濃度変動を

示す。平常時はほぼ検出限界以下であり、

夏季の富士山付近までに大気中から除去

されていると考えられる。しかし、今回の観

測期間中に 6 回ほと高濃度となるピークが

みられた。図２に CO もプロットしてあるが

SO2 高濃度時に高くなっておらず、この高

濃度 SO2 は石炭燃焼などの人為起源では

ないことが分かる。昨年までの観測では桜

島の噴煙が輸送されてきたと考えられる事

例がみられた。2015 年夏季の SO2高濃度は、空気がどこからやってきたのかわかる後方流後線からは明

確に火山と特定できなかったが、おそらく比較的近傍の火山の影響を捉えていると考えられる。 

 

*連絡先：加藤 俊吾(Shungo KATO)、shungo@tmu.ac.jp 
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  図1 CO, O3の測定結果（2015年夏） 

  図2 SO2, COの測定結果（2015年夏） 
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O-06: 富士山頂で日単位採取した PM2.5の化学組成と起源 
 

米持真一 1,大河内博 2,廣川諒祐 2,大石沙紀 2,緒方裕子 2,名古屋俊士 2,Ki-Ho Lee3,Chul Goo Hu3 

1. 埼玉県環境科学国際センター、2. 早稲田大学、３．韓国済州大学校 

 

１．はじめに 

近年、中国では急激な経済発展が見られる一方で、大気汚染も深刻化しており、特に 2013 年 1 月に

広域で発生した PM2.5高濃度汚染は記憶に新しい。現在、国内外における PM2.5測定地点は非常に多く、

また国内では広域的連携による大気汚染イベントの原因解明も行われている。東アジアにおける広域大

気汚染は、これまでにも酸性雨や黄砂などを対象としたものが多く行われてきたが、近年は、中国や韓国

の複数地点と同期して大気観測を行う事例は多くない。本研究は、自由対流圏に位置する富士山頂で

PM2.5を採取し、成分の分析を行うものであり、PM2.5の長距離輸送を把握する上で有意性が高い。 

我々は、韓国済州大学校及び中国上海市等で PM2.5の同時採取を行った。本発表では、2015年夏季

に富士山頂で採取したPM2.5の化学組成とその起源について解析を行った結果を報告する。 

 

２．観測方法 

富士山頂測候所 1 号庁舎二階に PM2.5 シーケンシャル

サンプラー2025i (Thermo Scientific) を設置した。本サンプ

ラーはプログラムにより自動的にフィルターを交換する機

能を有している。試料採取は 0 時を基準とし、24 時間採取

とした。採取は 2015 年7 月21 日～8 月20 日の 30 日間行

い、計 30 試料を得た。PM2.5 採取には PTFE フィルター 

(Teflo) を用いた。試料採取前後に21.5℃、35%RHで24時

間以上静置し、精度1µgの精密電子天秤で秤量後に、イオ

ンクロマトグラフ法で水溶性無機イオン(Na+, NH4
+, K+, Mg2+, 

Ca2+, Cl-, NO3
-, SO4

2-)を、マイクロウェーブ酸分解－

ICP/MS 法で金属元素 63 成分の分析を行った。なお、本

観測期間のうち 2 週間は、韓国済州島 Halla 山、中国上海、北京、埼玉県加須、東京都新宿でも同時に

PM2.5採取を行った（図1 参照）。 

 

３．結果 

富士山頂のPM2.5濃度と分析を行った

成分濃度を図 2 に示す。なお、図中の

その他(others)も含めた合計濃度が

PM2.5質量濃度である。30日間の平均濃

度は 2.6 µg/m3（最低 0.7～最高 7.3 

µg/m3）であった。他の地点は済州島

11.4 µg/m3、上海11.9 µg/m3、加須11.5 

µg/m3、新宿 11.6 µg/m3と大きな差は見

られなかった。富士山頂は地上に比べ

ると低濃度であるが、8 月 8 日に 6.3 

µg/m3、8 月11 日に 7.3 µg/m3と濃度上昇が見られた。また 7 月28 日～8 月2 日は連続的な濃度上昇が

見られた。PM2.5の上昇した期間は、SO4
2-も上昇が見られた。SO4

2-は主として重油および石炭等の硫黄分

を多く含む燃料の燃焼に由来すると考えられる成分である。 

SO4
2-/PM2.5 は 7 月 30 日、31 日に特に高く、0.37、0.43 であった。なお、首都大学加藤准教授の観測

データからは、7 月31 日に SO2のスパイク状の濃度上昇が観測され、CO、O3にも濃度上昇が見られた。 

図1 同時採取地点 

図2 PM2.5濃度と分析を行った成分濃度 
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本期間に着目し、富士山頂を起点とし 72 時間遡った後方流跡

線（HYSPRIT モデル／NOAA）を図 3 に示す。上海付近もしくは

上海北方を起源とし、朝鮮半島を横断して日本海側からの気塊

の流入を示していた。なお、PM2.5濃度が上昇した 8 月8 日、8 月

11 日の後方流跡線は日本海方面の気塊流入を示していた。 

富士山頂で採取した PM2.5 中に含まれる金属元素成分を濃度

レベル順に並べ変えたものが図 4 である。都市部と比較して濃

度レベルは 1/10～1/100 前後であるが、上位に位置する元素の

多く（Na、Al、Fe、Mg、Ti、Ca など）は、土壌中に豊富に存在する

成分であり、登山者もしくは風により巻き上げられた土壌粒子に

よる影響を受けていた。そこで、登山道の砂塵を再飛散させて得

た粒子中の金属元素を基準とし、7 月 30 日に採取した PM2.5 中

金属元素の濃縮係数 (EF) を求めたものが図 5 である。濃度が

検出下限値を下回った元素は含まれないが、人為起源と考えら

れる元素の濃縮が確認された。このうち、As、Se、Pb (EF>300) は

石炭燃焼の指標元素である。また、Cr、Ni (EF>30)、Cu、Zn (EF>300)など人為活動に由来する元素の濃

縮が顕著であった。なお、図 5 は、特に低濃度の場合に EF が過大評価される場合があるため、1000 を

上限として表記した。 

一方、日本海方面の気塊の流入した期間では、石炭燃焼系元素の EF は大幅に低下し、北京方面から

の気塊の流入時には石炭燃焼系元素の EF は 20～1000 であるのに対し、Cr、Ni の EF は 10 未満となっ

ていた。またEF値は低いが、上海方面の気塊が飛来していた期間ではVの値も高まる傾向が見られた。

これらは、2013 年8 月に日中都市部の PM2.5の金属元素成分の報告 1)とも整合していた。 

４．まとめ 

富士山測候所で 1 日単位の PM2.5 採取を 30 日間行った。濃度上昇が見られた期間に着目し、水溶性

無機イオンおよび金属元素成分の分析を行った。後方流跡線による気塊の起源と、登山道の巻き上げ土

壌を基準とした元素成分の濃縮係数を調べたところ、上海方面、北京方面、日本海方面の気塊とで濃縮

元素に差が見られた。これらは、長距離輸送を評価する際の指標として活用できる可能性がある。 

 

謝辞：SO2、O3、CO測定データは首都大学東京加藤俊吾准教授から提供を受けました。本事業は埼玉

県環境部PM2.5対策事業費により実施されました。大気環境課水井廣二氏、大島利明氏を初め、堀井

勇一、金澤圭竹、相沢和哉、伊原洋輔、磯崎秀夫各氏に感謝致します。また、機器設置に多大なご

協力を頂きました早大大河内研、理科大三浦研、帝京科技大和田先生、山頂班各氏に感謝致します。 

参考文献 

1) 米持真一ほか(2016) 希土類元素(レアアース)に着目した中国大都市と首都圏のPM2.5の元素成分

と発生源の特徴, 大気環境学会誌, 51(1),33-43. 

*連絡先：米持 真一(Shinichi YONEMOCHI)、yonemochi.shinichi@pref.saitama.lg.jp 

図3 後方流跡線(HYSPRIT) 

（3,776m, 72時間） 

図4 富士山頂の PM2.5中の元素成分濃度   図5 7月30日のPM2.5中元素成分濃縮係数

(EF) 
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O-07:  2015年大気電気・雷研究の成果について 

 

鴨川仁 (東京学芸大学), 大気電気・雷研究グループ 

 

１．はじめに 

2008 年からスタートした富士山山頂での大気電気観測は、宇宙線・放射線観測の補助的な役割として

始まったものである。しかし数年の測定の結果、取得されたデータから大気電気研究を進展させる成果も

得られた。それゆえ、2012 年から大気電気研究は独立したグループとして観測を行った。現在では、富

士山山頂という高所を活用し雷に関連する諸現象の研究を行っている。2015 年では 2014 年に引き続き

次の 3 テーマ、1）雷活動において発生する高エネルギー放射線、2) 対流圏と電離圏間で発生する高高

度放電発光現象, 3）富士山測候所と山麓を繋ぐ接地線に流れる雷電流観測を行った。またサブテーマと

して福島原発事故に関連する放射線観測を太郎坊にて行った。本稿では、2015 年の成果を総括するとと

もに、今後への課題を提示する。 

 

２．結果の概略 

  詳細な結果は他の各講演にて述べるため本稿では、以下の概略のみ述べる。 

 

 

（1）．雷雲・雷放電に起因する高エネルギー放射線 

雷雲に起因すると考えられる高エネルギー放射線は、冬季雷発生期間においてしばしば観測されてい

る(Torii et al., 2011)。これらは、雷雲中の強電場に起因すると考えられ、10秒以上持続する長時間の放射

線変動である。また、放射線発生源と考えられる雷雲と地表観測地点の距離が短いと検知できるとみら

れる。このような事象は、かつて、雷雲の高度が高い夏季雷時では地上で観測された報告はなかった。そ

こで、夏季雷でも冬季雷と同様の事象が発生しているかどうかを調べるために、雷活動が盛んな独立峰

である富士山の山頂において雷雲発生時の放射線変動の観測を行った。その結果、観測初年度である 2008

年から検知でき(Torii et al., 2009)、以後はこの雷雲活動に関連する高エネルギー放射線の発生メカニズム

を解明するために毎年観測を行っている。2013 年は、解明に必要なデータを得るため、高エネルギー放

射線の連続測定および雷雲が作る大気電場の測定を行ったところ、明瞭な 2 事例を得た。2014 年は放射

線発生時の二次校正された大気電場値を知るために計測器の校正を山頂で行った。2015 年では、この電

場値が雷雲強電場起因のコロナ放電の遮蔽効果で減少しているかいなかを知るために山頂で大気イオン

測定を行った。 

 

（2）．高高度放電現象の観測 

2015 年は、一昨年、昨年の観測結果を踏まえ観測方法をさらに改善した結果、8 月2 日に 5 回、スプライトの撮

影に成功した(図1)。この画像からも分かるように、富士山山頂からの観測は地上観測に比べ広範囲が見渡せ、

かつ、気圧が低く透明度も高いため、スプライトの全容が鮮明にとらえられている。この発光は、群馬県と栃木

県の県境付近で発生していた雷放電活動に伴い発生したものであった。また 2015 年は、東京都小金井市と静

岡県静岡市で VLF 帯電磁波の生波形の収録を行い、このスプライトの親雷の落雷波形も取得できている(図 2)。

2 点 VLF 帯観測データから親雷の位置を推定したところ、山頂からの光学的結果とドコモ社の落雷データと整

合的な結果を得ることができた。本研究は放送文化基金の助成で行われている。 
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図 1 2015/8/2 19:43 頃、富士山測候所から撮影されたスプライト。 

 

 (a) (b)  

図 2 (a)小金井市と(b)静岡市で取得された VLF 帯電磁波波形。縦軸は電圧、横軸は時間サンプリング周波数

は 100 MHz) 

 

（3）．接地線に流れる雷電流観測 

富士山頂の雷現象解明と雷対策のため、山麓側接地極に繋がる測候所の接地線に流れる測候所被雷電流、

および周辺雷による誘導電流の測定を続けている。この測定を自動化することで、測定漏れを無くし、また他の

現象の測定とも同期させることにより、その測定結果も考え合わせて富士山頂のダイナミックな雷現象の解明を

目的にしている。さらに、富士山頂のように被雷頻度が高く、高所で気圧が低く、および接地インピーダンスが

岩盤で大きくなる等の環境下で使用する観測機器の安定な測定を可能にする雷対策方法の開発を目的に実

施している。 

 本年度の観測では 、2015 年8 月13 日5 時6 分の富士山測候所への直近雷が解析事例の対象となった。フ

ィールド・ミル（FM）による大気電場測定、ロゴスキーコイルによる雷サージ電流測定(図 3)、高精度カメラによる

雷映像、NTT ドコモ社の雷データや VLF 帯波形データなど、多種電磁気的測定を用いて、雷放電現象につ

いて多角的に解析した。その結果から、本事例の雷は夏季の対地雷の 9 割を占める下向きの負極性落雷では

なく、上向きの自発型負極性落雷の可能性があると示唆した。 

  本研究は、三井環境基金によって行われている。落雷光学データについては放送文化基金によって行われ

ている。 
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図 3 測候所高圧ケーブル内蔵接地線観測電流 

 

（4）．福島原発事故に関連する放射線観測 

  2011年3月の福島第一原発事故による放射能物質の飛来の研究には、シミュレーションとの比較のため、高

度方向のデータが貴重と考えられる。そのため、測候所の 複数グループによる放射線の研究がなされ、山頂

の福島原発事故由来の放射性物質の存在は検知できる範囲以下であると結論づけた。複数の手法によって行

われた前測定では、Cs134 は検知限界以下であったが、サンプル量や検出時間が短かった可能性があるため、

検知されな かったことも考えられる。このことを再検討するために 2014年はより高精度に放射性物質起源の弁

別が可能となるゲルマニウム半導体検出器を山頂に設置し、2015 年には太郎坊に設置した。その結果、これら

の観測された放射線測定データを１か月積算することで、極めて微量の Cs134 のガンマ線を検知することがで

きた(図4)。一方、太郎坊では明瞭な Cs134 が検知されている。 

  本研究は大学間連携による教員養成の高度化支援システムの構築—教員養成ルネッサンス・HATO プロジ

ェクト－における放射線教育プロジェクトで行った。 

 

図 4 ゲルマニウム半導体検出器で測定されたガンマ線スペクトル。縦軸は 2014 年（山頂）ないし 2015 年（太

郎坊）夏季1 か月間のカウント数である。 

*連絡先：鴨川仁(Masashi KAMOGAWA)、kamogawa@u-gakugei.ac.jp 
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O-08:富士山測候所導入高圧ケーブル内接地線電流観測結果と 
今後の観測方法・雷対策 

 

安本勝 1、佐々木一哉 2、鴨川仁 3、野村渉平 4、向井人史 4、高橋浩之 5、大胡田智寿 6、土器屋由紀子 6 

1. (株)ヤマザキ、2. 東海大学、３．東京学芸大学、４．国立環境研、５．東京大学、 

６．NPO 法人富士山測候所を活用する会 

 

１．はじめに 

富士山測候所（以下、測候所）は 3,776 m の剣ヶ峰（緯度35.4、経度 138.7）にある。測候所が岩盤上に

あり接地抵抗を小さくできないため、山麓側に設けた多数の接地極と繋がる接地線がある。そのため、測

候所への落雷電流は接地抵抗が小さい山麓側接地線を流れることになる。このことに着目し、2012 年より

接地線電流の測定を開始した（2013 年は未測定）。最初はマニュアル測定で、直撃雷は無く観測できな

かったが、周辺の落雷現象による接地線電流測定が多数観測された。しかし、測定に漏れが多くあった

ため、次の 2014 年測定からはデジタルストレージオシロスコープ（以下、DSO）の自動測定記録機能を活

用した測定方法を導入した。また一般的な被測定電流の大きさをまだ掌握できていないため、2015 年夏

季測定は小さな値からできるだけ大きな値まで分解能を落とさず数桁の測定を可能にする方法で測定し

た。その結果、直撃雷用測定系による接地線電流観測を 1回と周辺雷用測定系による接地線電流が多数

観測された。その測定結果と得られた内容を報告する。また今後の観測で効果的な測定を実施していく

ための問題点を明らかにし、それを改善する具体的な提案を行う。また測定方法に不十分な点があり、今

後の測定で改善すべき点、及び共同研究場所に相応しい測候所の雷対策の具体的方法を明らかにする。 

 

２．山麓側接地極への接地系統 

 

２-１ 山麓側接地系統が変わっていないことの確認調査 

2014 年、共通接地極近くにあった南端仮設庁舎に隣

接する燃料タンクが撤去されたことと 2015 年測候所開

所前に行われた高圧ケーブル修理に伴い接地系統が

変わっていないか調査した。調査方法は受電室高圧ケ

ーブル内接地線・シールドが端末（図１）で接地線により

共通接地極に接続されて作る回路の抵抗・インダクタン

スを測定し2011年実施した接地線の経路調査時に行っ

た回路定数と変わっていないか確認した。測定結果は

抵抗 1.1 Ω（1 Ω）、インダクタンス 90 µH（88 µH）で前

回測定値（（ ）内）とほぼ同じと考えて良く、従って回路

に変化が無いことになる。回路の抵抗・インダクタンス測

定は、クランプ型インピーダンス（LCR）測定器を用い

て、被測定ループを切ること無く測定した。 

 

２－２ 山麓への接地系統が複数であることの問題点と得られる情報 

 測候所から山麓に繋がる接地線は複数系統（２系統）あり、そのうちの１系統である接地線内蔵高圧ケー

ブルのみにロゴスキーコイル電流検出器を設け直撃雷と周辺雷により接地線に流れる電流を測定した。

測定上の問題点は、先ず①複数系統であるにも関わらず測定個所が１系統だけであるため、全電流を測

定できない。従って全電流は、他の系統に分流する割合を評価し決定する必要がある。次の問題点は、

②高圧電源系統の異常時対地放電電流の問題である。接地線が高圧ケーブル内接地線だけであるなら

ば、高圧ケーブル全体では高圧電源の異常は見かけ上現れない。実際には接地線が複数あり分流する
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が、測定が高圧ケーブルのみのため、ケーブル内

の接地線電流分は相殺されるが、他系統接地線に

流れる電流を測定してしまうことになる。しかしこれ

は、高電圧ケーブルの異常や受電室高電圧部分

の絶縁不良を検出可能にするというメリットもある。

2012 年最初に高圧ケーブル内接地線に流れる電

流を観測した時に小動物（ネズミ）の侵入により地

絡継電器作動による停電があったが、このとき地絡

により高圧ケーブルに流れた同相電流を観測して

いる。最後に、③複数の接地線は所々で接続され

た状態になるため、接地線のループが構成され

る。設置した高圧ケーブル内接地線電流検出器は

測候所共通接地極から最初のループの鎖交磁束

による循環電流も検出する。この影響は小さくとも

解析には外乱因子になる。 

 図２のように接地系統を一本化し、図３のようにま

とめて測定することで、ロゴスキーコイル電流計

は、②、③の影響は抑えられ、山麓側に流れる接地線の全電流を安定に測定できる。また可能であるな

らば、複数の接地系統それぞれに流れる電流を測定できるようにすることで被雷電流だけでなく、高電圧

系統の異常で流れる電流も検出可能になる。 

２－３ 聴診器としての富士山測候所 

測候所は、南北に約50 m、東西に約25 m の大きさの導電性構造体であるので、富士山頂に富士山測

候所という集電電極が存在することになる。測候所からの垂れ接地線（80 mm2×300 m×2 本、80 mm2×

400 m×1 本）の存在を考えるとこの集電極の等価面積はさらに大きくなる。この電極は、図４に示すように

山麓の接地極と接地線で繋がり、途中途中の接地極が接地線と連接している。そのため、落雷電荷は測
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候所という電極と途中の接地極に集まり、山麓の

接地極に流れることになる。図４に示すような集電

機能を果たすことになる。電極からの距離により集

電効果は急激に低下することは予測されるが、岩

盤抵抗率は大きく、注入電荷量は大きくなるため

遠方までの検出が可能になるものと考えている。 

この時の測候所電位は最終的に山麓接地極に

集まった電流と接地極抵抗の積、RE * iE で決まる

ことになる。 

一方、山麓側の接地線には高圧送電線の架空

地線も接続されていることを考えると、架空地線被

雷時の接地線電圧上昇による測候所という電極を

通して大地に流れる電流も検出できることになる。

このとき、負極性雷の場合、測候所ロゴスキーコイ

ル電流計の検出電流は正方向に、正極性雷の場

合、負方向になる。 

２－４ ループアンテナになる接地線 

 測候所と山麓を繋ぐ接地線は測候所と山麓との接地極で高抵抗になる岩盤アースと繋がっている。落

雷位置によりそのループと鎖交する磁束が生じ、それにより接地線と岩盤アースが作るループに誘導電

圧が生じ、岩盤抵抗で除した電流が流れることになる。従って接地線には落雷電流の微分波形になる誘

導電圧が生じ、岩盤抵抗が支配的になるため、両者の比になる接地線に流れる誘導電流は、落雷電流を

微分した値に比例した電流が流れる。従って、ループアンテナによる接地線電流は落雷電流の微分波形

の特徴が現れ、正負に振れる電流が観測される。 

 

３．落雷電流の観測 

３－１ 雷電流(高圧ケーブル内接地線電流)測定系 

（１） ロゴスキーコイル電流計  

ロゴスキーコイルは軸方向の磁界には感応せ

ず電流が流れることにより生じるケーブルの周方

向の磁界にのみ感応するように構成されてい

る。高圧ケーブル内接地線とロゴスキーコイルと

の相互インダクタンスは、大電流になる直撃雷用

については0.02 µH、100A以下の周辺雷用につ

いては0.2 µHとなるように設計製作した。静電誘

導ノイズの侵入を避けるため、ロゴスキーコイル

はシールド構成にした。しかし、全体を包み込む

と相殺電流が流れて接地線に流れる電流による

磁場検出ができなくなるため、周方向の磁界の

みに相殺電流が流れないようにシールドに周方

向の切れ込みを設けた。 

 接地線を流れる電流を検出するロゴスキーコイ

ルは被測定電流微分波形出力電圧に高抵抗を

直列に接続することでロゴスキーコイル出力電

圧に比例する電流になるようにし、これを積分することで接地線に流れる電流を求めている（図５）。 

ロゴスキーコイル電流計の測定感度は、測候所直撃雷用は 1 V/5 kA で、周辺雷用は 1 V/100 A の設

計仕様にした。 
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（２）測定系  落雷電流の観測は、図５の測定系で高圧ケーブル内接地線電流を観測することで行った。

高圧ケーブル内接地線電流測定は、測候所直撃雷用の低感度ロゴスキーコイル、および周辺雷で流れ

る電流用の高感度ロゴスキーコイルでそれぞれの電流を測定した。いずれの出力も測定桁数を大きく分

解能を得られるようにするため、測候所直撃雷用は DSO を 2 台使用し、1 台に 5 V/div.（2.5kA/div.）、残

り1台には500 mV/div.（0.25kA/div.）の入力を使用した。また周辺雷用はDSO入力5 V/div.（500 A/div.）、

500 mV/div.（50 A/div.）、及び 50mV/div.（5A/div.）の 3 チャネルを使用し、3 桁のレンジで各桁 8 bit（使

用DSO 分解能で決まる）の分解能が得られるようにした。 

 観測電流の自動記録は DSO のデータロギング機能を用いて行った。使用した DSO の最大メモリー長

は、一つは 2500 サンプル/レコード、もう一つは 5M サンプル/レコードであるが、前者は 2500 サンプル

/レコード、後者は 1k サンプル/レコードで行った。記録時間幅はいずれの DSO も 500 µs（50µs/div.×

10div.）で観測した。 

 高感度のロゴスキーコイルの電流測定系は直撃雷を受けたときは破損することが予想されたが、保護を

設けることにより回路の理想的条件が崩れることを避け、また直撃雷の頻度が高くないことを考慮し、破損

した場合は予備回路に交換することにした。 

トリガーは、信号波形の正負いずれに対しても加わるようにした。そのため、被測定信号の絶対値を取

ってトリガー信号とした。トリガーレベルは、直撃雷用、及び周辺雷用いずれも 16 mV にした。 

 電源は襲雷時自家発電に切り替わる電源を使用し、切換時瞬停も避けるため無停電電源（以下、UPS）

を使用した。 

（３）被測定接地線の電流  測候所と山麓を繋ぐ接地線は複数ある。山麓から測候所に引き込んでいる

高圧ケーブル内接地線、元々あった接地線、接地線に転用されている旧高圧ケーブルである。そのため、

測定している電流は、高圧ケーブル内接地線に流れた電流のみで山麓側に流れる全電流ではない。高

圧ケーブル以外の元々あった接地線と接地線に流用した旧高圧ケーブルに流れる電流は測定できてい

ない。各系統のインピーダンスを知ることで求められるが実質的に求めることは困難である。しかし、ほぼ

同一寸法になると仮定できるとして同じになるとした。一方、測候所の接地抵抗も影響を与えるが測候所

各接地極共300Ω以上で測候所全体でも山麓側接地極抵抗よりも充分大きく無視できると考えている。 

 

３－２ 観測結果及び考察 

（１） 直撃雷（大電流）用高圧ケーブル内接地線電流測定 

8 月 13 日 5 時 6 分に測候所直撃雷用ロゴスキーコイ

ル電流計測定系 2 台の DSO に 1.25 kA が観測され

た。しかし、DSO 画面には2台とも観測されたが、デー

タロギング用 USB メモリーには画面に対応する記録は

残されなかった。図６は DSO 画面に観測された波形か

ら再現した波形である。最大電流は 1.25kA である。他

の系統の接地線に分流する電流を同程度で、測候所

から直接岩盤に流れる電流は無視できるとすれば、被

雷電流は 2 倍の 2.5 kA になる。 

 測定電流は測候所から山麓方向を正としている。従

って観測された落雷電流は、山麓から測候所に流れて

おり、雷雲に流れる負極性雷である。 

 DSO 画面とデータロギングの記録が一致しない原因

は、画面情報は新しい情報が優先され、データロギン

グは最初に USB に書き込みされた情報が優先され、

そのため USB への書き込み情報が終了しないうちに

新しい波形のトリガーが加わると画面だけが新しい波
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形に変わるためである。 

 観測された雷電流は、測候所近くの岩盤に落雷しその雷撃

点から測候所に放電路が伸び繋がった現象と推測している。

ちょうど測候所を下側から望む「馬の背」下の公衆トイレ付近に

居た登山者情報では、「落雷は測候所でないが近くである。そ

の後の落雷はなかった。落雷時は雨が降っておらず、落雷後

雨が降り始めた。」とのことであった。この情報が正しいとして、

落雷電流の測定時刻に該当する NTT ドコモの落雷情報（位置 

東経138.75 北緯35.36、ピーク電流27 kA）も考え合わせると、

雷撃点は測候所ではなく測候所近くのの岩盤上で、そこから

放電路が伸び最終的に測候所と確実に繋がったと推測され

る。観測された波形は、この放電路が測候所と確実に繋がった

以降の電流のものと考えられる。図７に示すフィールドミル観

測結果から雷雲の前端で生じたこと、雲が西から東に移動し富

士山にぶつかることによる気流変化が正負電荷密度分布に影

響を与え落雷の引き金を作ったものと考えている。 

 直撃雷用ロゴスキーコイル電流計で観測された電流変化の

初期現象は周辺雷用電流検出系でも検出された。これは周辺

雷用 DSO の使用メモリー長を短くしたことでデータロギングの

処理時間が短くなり、４つの連続した図 13 の初期現象を捉え

たと考えている。 

（２） 周辺雷（100A以下）用高圧ケーブル内接地線電流測定 

周辺雷によるものと思われる高圧ケーブル内接地線電流は、データロギングにより 8 月 4 日 4 点、6 日 6

点、7 日 8 点、及び 11 日 6 点が観測自動記録された。また 13 日 5 時 6 分には直撃雷用ロゴスキーコイ

ル電流計で1.25 kAが観測されたときにその初期現象が4点観測記録された。いずれの測定結果もDSO

電圧レンジは、接地線電流に換算し、オフセットを差し引き、図８～図 13 に示した。図８～図 12 は雷雲の

動きを反映した落雷現象として落雷放電路と接地線の電磁結合により接地線に流れる電流、落雷により

富士山に注入された電荷を集電したことに

より流れる電流、あるいは両現象が重畳し

たものが観測されたと考えている。 

観測結果は、24例中正極性によると思われる 2例を除いて他

は負極性雷によるものであった。測定された電流は電磁結合、

及び富士山に注入した電荷によるものであった。 

 それぞれが観測されたときの雷雲は、西より東に移動し富士

山にぶつかり気流変化を起こし、観測記録された原因になる落

雷を伴い動いたと考えられる。例えば、図８の8月4日の事例で

は先ず、図９のように富士山西側に負極性落雷電流路と接地
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線・富士山体の循環路との電磁結合による電流が観

測された。続いて図４に示す負極性雷による注入負

電荷を測候所という電極が集電したと思われる電流

が観測された。同様に図 10 の 8 月 6 日観測事例も

電磁結合によるものと注入負電荷によるものが観測

された。 

  図 11 の 8 月 7 日の事例では 10 時 22 分に正極

性落雷電流路との電磁結合によると思われる電流、

続いて 12 時 53 分に正極性落雷注入電荷によると

考えられる電流、その後は負極性雷による電磁結

合、及び注入電荷によると思われる電流が観測され

た。 

  図 12 の 8 月 11 日の観測事例は現象としては正

負に振れる 1～2µsの正負の振動周期の約5µs幅の

パルス状電流になっている。今までの観測事例とは

異なる現象である。高圧ケーブル内接地線に流れる

電流変化を反映したものと考えられるが、発生機構

は不明である。今後の観測で明確にできると考えて

いる。 

 図13は、直撃雷用ロゴスキー電流計で測定された

落雷電流に対応する時刻に周辺用ロゴスキーコイル

電流計に測定された初期過程である。放電路が測

候所に完全に繋がる迄の放電電流を現している。自

動記録が短時間であったため、リセットまでのデッド

タイムを挟んで連続的に測定が記録された。 

 全観測の中でトリガータイミングが一致しない観測

事例は、正負の信号いずれにもトリガーできるように

絶対値回路を通し、外部トリガー入力でトリガーする

方法にしたことによるもので、トリガー回路に遅れが

生じたためである。 

３－３ 落雷と雷雲による測候所電界 

 雷雲は一般的に上層部に正電荷、下層部に負電荷になる。この雷雲電荷が地表面の電界を決めるこ
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とになる。富士山の雷雲は一般的に西から東に動き、雷

雲が富士山にぶつかることにより生じる気流変化が雲中

の正・負電荷密度分布に複雑な変化を作り出している。

さらに、負・正極性の落雷、雲中間放電、スプライト等の

高層電離帯との放電等による電荷の消失、その後の拡

散などによる変化が加わる。その雷雲電荷が測候所に

作り出す電界は、測候所や富士山地表面形状とそれぞ

れの電位を反映したものと考えられる。雷雲中正負電荷

が作る被測定場所電界は、雲中に分布する正負電荷が

被測定場所に作る電界ベクトル和になる。フィールドミル

はこのベクトル和電界の鉛直方向成分を測定することに

なる。 

電界測定では被測定場所周囲の空間大気抵抗率は

非常に高くなる。従って、地表面の等電位面は、大気抵

抗率に比し著しく小さくなる地表面の凹凸の形状、例え

ば建物、木、及び電柱等による表面形状になり、電界に

影響を与える。風により変動する木が近くにあるとその変

動が電界にも影響することになる。電界測定は、これらを

外乱としない測定方法が必要になる。 

  図 14 は雷雲が安定な平面電荷、測候所と富士山表

面は同一平面としたときの、①落雷前、②測候所落雷、及び③富士山表面落雷時の雷雲、測候所、及び

富士山表面それぞれの電位を示している。但し、考え易

くするため、直流的な変化と捉えているが、実際にはパ

ルス状変化に対する過渡的現象として捉えることが必要

になる。測候所が被雷したとき山麓側接地極抵抗と落雷

電流との積の電圧降下が測候所の電位になる。富士山

表面が被雷したとき注入電荷は等価容量と等価抵抗で

決まる値で減衰することになる。減衰時定数は等価容量

と等価抵抗の積になる。一部は測候所という電極に集電

され接地線に流れ測候所の電位を決めることになる。 

高圧ケーブル内接地線で測候所被雷電流を観測し

たときに図７のフィールドミルの電界変化も明確に現れ

たことを考えると、測候所電位上昇がフィールドミルの応

答性による減衰を上回る電界上昇になったと考えること

ができる。流れた電流から集中定数で扱えるとすれば

10 kV 以上の電位になる。実際には雷電流がパルス状

であり、回路寸法や反射を考えると分布定数として扱わ

なければならないが、回路を正確に把握できていない

ことや分布定数が一様で無いことを考えると解析は複雑

になる。この電界は雷雲中の負電荷量が落雷電荷量を

失うことによる変化の影響もあると考えられるが、測候所

の電位上昇がフィールドミルの検出電界変化を支配的

に決めていると考えられる。 

 測候所が被雷したとき落雷電流は山麓側接地極に流れ、接地極抵抗の電圧降下が、測候所の電位に

なる。そのときの測候所の電界は、雲の正負電荷は平面電荷、測候所は平面に単純化できるとして、測

候所被雷時、図 15 のモデルから測候所電界を求めることが可能である。測候所電界は、落雷電流により
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決まる測候所電位により仮想ゼロレベルが決まり、それを対象とした位置に雲中正負平面電荷面の鏡像

電荷を考え、求めた電界の和として求めることができる。 

４．今後の観測で改善すべき点 

  今後の測定で改善すべきは以下の点である。 

（１） 容易にできる設置・撤収   観測期間は夏季に限られる。そのため、開所して速やかに設置し、閉

所前に撤収することになる。この設置・撤収を容易に間違いなくできるようにする必要がある。昨年、簡略

はしているがまだ十分ではなく慣れていないと対応できない。プラングイン方式の採用などさらに設置は

容易にする必要がある。同時に取り扱い易い調整マニュアル化も進める必要もある。詳細な雷現象観測

のためだけでなくこの煩雑さを避けるためにも、将来は通年測定を実現することが望ましい。 

（２） 観測方法の改良  ①多重雷の観測も可能にする測定の実現  この対策は、電流測定系の１検出

入力信号の測定時間を長くすることと（③）、記録計の記録時間を長くすることが必要である。後者は使用

する DSO のメモリー長が大きいものを使用することで速い成分の必要分解能を得て長時間記録が可能

になる。例えば、5M のメモリー長であれば 0.1 µs の分解能を得て雷現象観測に最低必要な記録時間と

考えられる 0.5 s の記録が可能になる。 

②適切なトリガー位置   ロゴスキーコイル電流計は、オフセットとノイズを小さくし、それぞれの分担電

流の大きさに合わせて安定な適切なトリガーレベルにすることが必要である。 

③適切な積分コンデンサー容量と放電時定数   積分コンデンサーには連

続測定を可能にするため、積分電荷を放電させるための抵抗を並列に接続す

る必要がある。メモリー長を満足する測定時間にするため、コンデンサー容

量、C は測定時間中飽和せず、コンデンサ容量、C と抵抗、R1 の積で決まる放

電時定数は充分大きくとる必要がある。 

（３） 山麓に流れる全電流測定   現在は高圧ケーブル内接地線に流れる電

流のみの測定である。他の接地線もまとめて測定可能にすることで、全電流を

測定可能にする必要がある。そのため、共通接地極から山麓に行っている接

地線を一旦高圧ケーブル内接地線電流測定個所に戻し図３のように高圧ケーブルとまとめ、山麓側に戻

すことが必要である。 

（４） 周囲の磁場と電界の影響を受け難くい設置   測定場所は大きな雷電流が流れる高圧ケーブル

内接地線の高圧ケーブル近くであり、その電磁場の影響は無視できない。その磁界の影響や、結果とし

て生じる電界の影響を受け難くするため、閉じた接地系にまとめられるように、ケーブルは電磁シールド

を、測定器類は相殺電流が流れ影響を受けにくくする閉じた筐体に収める方法を用いて設置する。 

（５） 高感度型ロゴスキーコイルのサージ電圧保護   測候所に直撃雷があった場合、大きな電流が山

麓側への接地線に流れる。この電流が流れると高感度型ロゴスキーコイルには大きな電圧が発生し回路

を破損させてしまう。これを防止するため高感度ロゴスキーコイル出力に避雷器を設けることで回路破損

を防止したいが、回路特性に影響を与えずに低電圧で作動させることが必要になる。満足する避雷器は

低静電容量で、且つ動作電圧はできるだけ低くできることが必要である。 

（６） 実証試験用避雷針   鉄塔の上部に絶縁された避雷針を設け被供試機器・ケーブルを避雷針と測

候所避雷導線間に落雷電流を測定できるようにして接続することで耐雷実証試験を可能にする。避雷針

は高くすることで被雷頻度を高められるが、富士山の気象条件に耐えることと設置が夏季開所期間に限ら

れるために設置・撤収の容易性が求められる。実現できれば被雷電流と高圧ケーブル内接地線電流とを

同時測定することで高圧ケーブル内接地線電流測定から測候所被雷電流への校正も可能になる。 

５．測候所の雷対策方法 

 測候所は多数の研究グループで利用され、実験手法も色々であり、一律した対策を適用するには無理

がある。雷サージの影響をできるだけ意識せずに実験できるようにすることが必要である。その受容性確

保のため、測候所が直撃雷を被雷したとしてもそのサージ電圧が内部に侵入させない対策が測候所に

必要である。この実現は、（１）測候所の等電位性を高める、（２）電源の対地電位対策、及び（３）外部使用

観測機器導入ケーブルからの侵入対策、の 3 つの対策が必要である。 
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（１）等電位性を高める。 

測候所の接地は、測候

所と山麓側接地極で行わ

れている。前者の接地抵

抗は測候所が岩盤上にあ

るために小さくできず、山

麓側接地極抵抗で決まっ

ている。従って測候所の

被雷電流の大半は、南側

にある測候所共通接地極

から山麓側に繋がる接地

線を通して山麓側接地極

に流れることになる。その

ため、測候所の落雷電流

は落雷点から南側共通接

地極に流れる。従って、落雷点より北側上流は落雷点電位になるが、落雷点から共通接地極までは共通

接地極電位に電流経路の電圧降下を加えたものになる。この電圧降下を小さくするため、日射塔、マイク

ロアンテナ、および観測塔の 100 mm2 避雷導線は、図 16 に示すように測候所東側を通って共通接地極

に繋がっている。この抵抗値は小さく 0.18 mΩ/m である。また、第 2、3 号庁舎の基礎組鉄骨は良好な低

インピーダンス導電体であり、避雷導線とも繋がり基礎組鉄骨同士、また北端にある水槽支持鉄骨構造物

共複数導線で接続され低インピーダンス化が実施されている。一方で、基礎がコンクリート打ち込み鉄骨

である第 1、４号庁舎、及び基礎組鉄骨の仮設庁舎の電気的接続は雷対策としてはなされておらず、図

16 の青線に示す 100mm2線による接続対策強化が必要である。 

（２）電源の対地電位対策   電源はノイズカットトランスを用いて使用する。測候所の電源は変電室で B

種接地がなされ共通接地極に接続され、そのため電源電位は共通接地極電位に固定される。そのため、

電源電位と電源使用場所の接地電位との間に電位差が生じ観測機器内に侵入する。これを防止するた

め、電源はノイズカットトランスを介して使用することが必要である。電源室より遠方（北）になるほどこの電

位差は大きくなる。 

 電源系統接地線は共通接地極に接続され庁舎内各分電盤に電源とともに配線され、建物導電性構造

体と絶縁されていれば、共通接地極電位になる。実際は、接続状態になっている場合が一般的であり、

被雷時の接続部庁舎電位を導入し接地線に案分比された電位分布を導入していると考えられる。 

（３）外部使用観測機器   雷対策の確保が必要である。対策方法としては容易性も考慮して簡易避雷

針で保護し、被雷電流は避雷導線で測候所基礎組鉄骨・東面 100mm2 避雷導線に接続し逃がすようにす

る必要がある。避雷針が設けられず観測機器筐体に被雷した場合、被雷電流は十分な電流容量の接地

線で逃がし、それでも生じる観測機器と測候所間電位差は、光、絶縁変圧器等による電気的絶縁をはか

る、あるいは雷対策ケーブルを導入し影響を受けないようにする。 

 

６．終わりに 

今年度測定は 1 ヶ月に満たない測定期間であったにも拘わらず、測候所被雷、及び周囲の落雷現象

により高圧ケーブル内接地線に流れた電流は、直撃雷用測定系で 1例、周辺落雷用で 5日28 例が観測

記録された。自動記録は DSO のデータロギングで行われ、改善の余地はあるものの上手く機能した｡次

年度はさらに発展させ改善した方法を採用する予定である。 

山麓への複数の接地線に流れる電流全てを測定しておらず、高圧ケーブル内接地線電流のみである。

¹１個所で全電流を測定できるようにすることが必要である。データは格段に取り扱い易くなる。 

 接地線電流観測は、他の測定結果、フィールドミル測定、及び落雷情報などと合わせ総合的に捉えるこ

とで相互に一層正確な雷現象が理解できることになり、落雷現象を知る有効な測定手段であることが示さ

図17 富士山測候所の等電位強化すべき個所（青色部分） 
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れた。 

 今後の接地線電流測定系の改善すべき点は、多くあるができるところから実施する予定である。 

 共同研究場所に相応しい測候所の雷対策、①等電位化、②電源へのNCTの導入、③外部観測機器の

保護、について明らかにした。より信頼できる観測のため、実現が望ましい。 
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O-09: 富士山頂における宇宙線中性子の連続モニタリング 
 

矢島千秋 1、松澤孝男 1、保田浩志 1† 

1. 放射線医学総合研究所 

 

１．はじめに 

二次宇宙線の強度は高度とともに増加し、航空機巡航高度（10～12 km）では実効線量率で海面レベ

ルの数十倍から百倍近くに達すると見積もられている。国際放射線防護委員会（ICRP）は 1990 年勧告

（ICRP Publication 60）においてジェット機の運行に伴う乗務員の被ばくを職業被ばくの一部に含める必要

性があるとの見解を示した（2007 年勧告においても維持）。国内では、2006 年に放射線審議会によって

「航空機乗務員の宇宙線被ばく管理に関するガイドライン」が策定された。放射線医学総合研究所（放医

研）では、航路線量計算システム「JISCARD」を開発・一般公開するとともに、2007 年から国内航空会社が

自主的に実施している乗務員の宇宙線被ばく管理の支援（主に航路線量計算）を行っている。 

富士山頂（標高3,776 m）に立地する富士山測候所では、宇宙線強度は海面レベルの数倍以上となる。

放医研は、NPO 法人「富士山測候所を活用する会」の支援のもと、2007 年度夏期から富士山測候所にお

いて宇宙線観測実験を行ってきた。2010 年度からは、宇宙線被ばく線量のモデル計算を検証するため

の基礎データ蓄積と太陽フレアに伴い稀に発生する線量の増大事象（Ground Level Enhancement：GLE）

観測への準備として、長距離無線 LAN を用いたレムカウンタベースの通年観測装置の整備に着手し、

2013 年度および 2014 年度には二次宇宙線中性子の通年モニタリングを達成した。2015 年度は、前年度

から課題となっていた富士山測候所 1 号庁舎2 階窓外壁に付着する氷雪の影響低減を目的に、レムカウ

ンタ位置等、装置配置を一部変更して通年モニタリングを開始した。 

 

２．実験 

通年観測装置は、0.025eV～5GeV のエネルギーレンジ（公称値）を有する拡張エネルギー型レムカウ

ンタ（Ludlum 社製 WENDI-II）をベースに、レムカウンタ制御とデータ記録および LAN へのデータ送信

機能を持つ特注データロガー、長距離無線 LAN 装置（無線 IP ルータ、高指向性アンテナ）、独立電源

装置（Li イオンバッテリーおよびシールド型鉛バッテリー、バッテリー放電コントローラ）から構成され、富

士山測候所 1 号庁舎 2 階に設置されている。一方、長距離無線 LAN 装置、データ受信用ノート PC、イ

ンターネット接続機器から構成されたデータ受信装置が富士山麓中継拠点（名古屋大学太陽地球環境研

究所富士観測所）に設置されている。富士山測候所側アンテナと山麓側アンテナ間の距離は直線で約

13 km である。富士山測候所で得られた測定データは長距離無線 LAN からインターネットを介し放医研

（千葉市）において取得することが可能となっている。 

 

３．結果と考察 

図１に 2014 年度通年モニタリングで得られたレムカウンタ計数率（1 時間当たりの計数；cph）および富

士山頂大気圧（hPa）を示す。レムカウンタ計数率の全期間平均は約 113 cph であり、最大は 174 cph、最

小は 66 cph であった。前年度までの結果同様に、計数率の変動に気圧効果が現れていることが確認でき

る。また、観測期間中に長距離無線 LAN の不通期間が複数回あったが、機器故障による 9 月の不通期

間を除き、富士山測候所 1 号庁舎 2 階窓外壁への氷雪付着が通信障害の原因と推察している。さらに、

冬期の不通期間近辺のレムカウンタ計数率が想定値よりも減少していることも 2013 年度の結果と同様で

あった。外壁に付着した氷雪による遮へい効果が計数率減少の原因であると考えている。図 2 には 2015

年度 9 月までに得られたレムカウンタ計数率および富士山頂大気圧（気象庁データを引用）を示す。9 月

までの 1 分間あたりの平均計数値は約 2.2 であるが、2015 年 12 月にはこの十倍から百倍を超える計数

値がしばしば見られた。これは宇宙線中性子強度の上昇ではなく、ノイズ（機器不良）による異常値と考え

ている。 

† 現所属：広島大学原爆放射線医科学研究所 
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図１ 2014 年度富士山頂宇宙線中性子モニタリング結果（通年） 
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図 2 2015年度富士山頂宇宙線中性子モニタリング結果（2015年 9月まで） 

 

４．おわりに 

2014 年度は長距離無線 LAN 通信の不通期間があったものの二次宇宙線中性子の通年モニタリング

は達成した。今後、気圧補正等の解析をさらに進め、モデル計算との比較等を行う予定である。2015年度

観測では、富士山測候所 1 号庁舎 2 階窓外壁に付着する氷雪による遮へい影響をなるべく排するため、

レムカウンタ設置場所を変更してモニタリングを開始したが、12 月下旬にモニタリング停止となった。 
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O-10： 富士山山頂における補正データの効果に関する基礎的観測 
 

松岡繁 1、鵜飼尚弘 2、小松崎弘道 3、白戸丈太郎 4、西川貴史 5、細井幹広 6、横井伸之 7 

1. （一財）衛星測位利用推進センター、2. （株）ジェノバ、3.（株）パスコ、4.アジア航測（株） 

5.中日本航空（株）、6.アイサンテクノロジー（株）、7.朝日航洋（株） 

１．はじめに 

測位衛星を利用した位置情報の取得は、測位衛星から出力された電波が地上へ到達するまでの間に

電離層や対流圏を通過する際に受ける遅延、屈折などの影響により測位精度が低下するため、高精度な

測位を実現するためには、これら影響を補正する必要がある。現在、わが国で開発が進められている準

天頂衛星「QZSS」には、衛星測位精度を高精度化する補正データの配信が計画されている。本実証実験

では、準天頂衛星「QZSS」から配信される補正データの効果に確認するため富士山山頂における基礎的

な観測を実施した。 

 

２．補正データの問題点 

衛星測位の高精度化に用いる補正データは、地上に設置されている位置が既知となる基準局（電子基

準点）の観測データから生成さる。補正データの要素として、①衛星時計の誤差（クロック誤差）、②衛星

軌道誤差、③衛星バイアス、④電離層遅延、⑤対流圏遅延があげられる。①～③については、衛星に関

する誤差要因であり、利用者の観測状

況に非依存となる。④については、観測

位置と衛星位置から推定することができ

るが、⑤については、観測位置におけ

る気象環境の変化を受けるため、モデ

ルによる推定を用いることが多い。 

このようなことから、補正データを生成

する基準局と観測を行う観測点の標高

差が大きくなると大気圏内の影響量がこ

となるため、補正データの信頼性が低下

することが懸念されている（図１）。    

図１．補正データ生成する基準局と移動局の関係 

 

３．実施内容 

現在、準天頂衛星は試験運用されている 1 号機のみで、日本上空へ飛来してくる時間帯は限定されこ

とから、本実証実験では、富士山付近を飛来してくる時間帯に合わせて観測を実施した。実証実験は、山

頂における定点観測および山頂から麓への移動を利用して観測地点の標高の違いによる補正データの

効果について確認した。 

表1．実証実験諸元 

 定点観測 移動観測 備考 

GNSS受信機 LEX-R TrimbleNet-R9  

補正データ CＭAS 方式 CＭAS 方式 

定点観測は準天頂

衛星からリアルタイム

配信 

解析処理 リアルタイム方式 後処理方式  

観測位置 富士山山頂 太郎坊～山頂  

観測日時 
開始：H27.8.4 14：01 

終了：H27.8.4 20：01 

開始：H27.8.5 11：33 

終了：H27.8.5 14：46 

移動観測は下山時

に観測 

補正データを構成する電子基準点網

電子基準点網と観測地点の高低
差がある場合の補正データの効
果について検証
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４．富士山山頂における定点観測 

 山頂では、約 6 時間の定点観測を実施し（図 2）、準天頂衛星から配信（L6 帯）される補正データにより

リアルタイムで測位計算を行った結果、cm 級精度の指標となる FIX 解を 92.2％取得することができた。 

 
図2.定点観測 観測機材および観測風景 

 

表2．定点観測結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            図3. 定点観測（平面位置） 

FIX 解の平均値から南北成分（図 5）、東西成分（図 6）における観測のバラつきは、±0.1 以内で推移

しており非常に安定した傾向であることを確認した（表 2、図 3）。しかし、標高成分（図 7）は、全体的には

±20ｃｍ程度のバラつきとなっているが、一部の時間帯において、40cm～60cm の観測値のバラつきがあ

ることを確認した。測位にバラつきが発生するタイミングとして、飛来してくる衛星の変化に伴う捕捉衛星

数の増減が要因のひとつとして考えられる。 

 

図４．山頂定点観測結果：平均標高からの差分（標高） 

 
X座標 

(南北成分」 

Y座標 

（東西成分） 
標高 

平均値 -70926.998m 20652.071m 3776.566m 

標準偏差 0.037m 0.032m 0.122m 

最大値 -70926.834m 20652.180m 3777.172m 

最小値 -70927.120m 20651.981m 3776.108m 

最大―最小 0.286m 0.199m 1.064m 
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図５．山頂定点観測結果：平均位置からの差分（南北成分） 

 

図６．山頂定点観測結果：平均位置からの差分（東西成分） 

５．移動観測における比高差による影響確認 

 移動観測は、山頂から下山への移動を利用して観測を実施し(（図 7）)、標高に応じた測位状態の変化

の把握および測位結果から想定される利活用用途について検討した。 

観測日：H27.8.5  11:33:01 ～ 14:46:12 

全データ数 FIX解   FLOAT解 その他 

11,590  10,441   1,075  74     ＊FIX率： 90.1% 

 

図７．移動観測結果 
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移動観測では、90%以上が FIX 解を得ることができたことから、高精度な測位結果を用いて移動速度お

よび傾斜解析を行い、区間における移動速度（図8）、移動車両の通行路における傾斜区分（図9）を把握

することができた。 

 

 

図8．移動速度の分布                          図9．傾斜区分図 

 

６．まとめ 

本観測により、準天頂衛星から配信される補正データにより高山地における定点観測による水平位置

精度を確保することができた。一方、標高については、一部の時間帯で標高値にバラつきがあることを確

認した。標高値がバラついた時間帯は、山頂周辺における落雷や湿度変化が起きていたため、これら影

響が要因のひとつと考えられる。 

移動観測では、高精度な測位状態（FIX 解）を維持することができ、移動体の正確な位置情報を解析す

ることで、車両の移動速度、山道の傾斜区分を把握することができた。このように、通信インフラが脆弱な

山間地で高精度な衛星測位を実現できたことは、山間地におけるさまざまな課題解決の手段になるもの

と推察される。 

＜山間地における想定課題＞ 

・山間地の環境管理の高度化 

・救助活動の安全確保 

・山地地形のモニタリング 

 

山間地における環境把握においては、正確な位置情報を容易に取得することが可能となり、リモートセ

ンシング技法などと併用することで、山間地の環境管理の高度化が図れる。 

登山者の増加に伴う、遭難事故は、昼夜、天候を問わず救助活動を行う必要がある。高精度な測位技

術を用いることで、道幅の狭い移動車両の山道をナビゲーションすることが可能となる。さらに、傾斜区分

解析や日常の移動速度を統計処理することで、目的地までの所要時間を正確に算出することができる。 

また、日常的な移動観測データを用いて山地地形の変化、変状に関するモニタリングが可能となる。 

今後、本観測で取得した観測データで確認した標高におけるバラつきの原因を追究するため、衛星測

位における誤差要因となる対流圏内の気象や、電離層などの空間状態についてデータ収集を行い、高

精度化に向けた検討をしていくと同時に、準天頂衛星システムの利活用について検討を進めていく。 

 

*連絡先：松岡繁 (Matsuoka Shigeru)、matsuoka.shigeru@eiseisokui.or.jp 

断面形状 速度分布 

mailto:matsuoka.shigeru@eiseisokui.or.jp
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Ｏ-11: 「理科準備室へようこそ」〜 富士山頂での教材開発 IV 〜 

古田豊 1、島野誠大 2、渡部智博 1 

1. 学校法人 立教学院立教新座中学校・高等学校、2. 学校法人十文字学園 十文字中学・高等学校 

 

１． はじめに 

 富士山頂の自然を観照したい。「富士山頂とはどういうところか」を探る実験を通じて、学校教育に実装

可能な教材開発、及び教材に加工可能なコンテンツの収集を行った。立教新座高等学校の授業での教

材と部活動の研究テーマとを連携させて展開した事例を報告する。富士山頂、富士宮口六合目、学校の

それぞれ屋内で実験し、教員は３ヶ所、高校生は山頂を除く２ヶ所で実験を行い比較考察した。 

 

２． 授業手法の開発、啓発 

 高校 3 年生理科選択科目「物理実験」（水曜 8:40〜10:30）履修者 6 名と、部活動「観測部」（月・水曜

15:50〜18:30）の部員 1,2 年生 7 名の２つのグループが、同じテーマ「赤外線ヘリコプターの鉛直上昇を

助ける装置の考案・開発・試作」に取り組んだ。赤外線ヘリコプターは、学校では鉛直上昇したが富士山

頂では斜め上昇する傾向があり、その向きは一定せず飛行経路の記録に不自由さを感じていた。この解

決案として、鉛直に張った糸に沿って上昇する仕掛けを考え、浮上速度を求めることを目的とした。 

 教員は、授業中に男子高校生が考えたアイデアと試作の到達点等を部活動のグループに伝え、部活

動での到達点を授業の生徒に伝えた。生徒はそれぞれ自分のアイデアと試作を改良する際のヒントを得

た。各生徒集団を企業の研究開発部員と想定し、試作完成度の高い装置を富士山頂で使うとした。その

結果、高校生はより多様な見方や工夫に気づき、啓発され、似た誤りを回避できた。 

 富士山頂と十文字高校とを Skype で結び、山頂の様子と実験の検討を行った。火口の映像と火口を覆う

霧の動きに女子高校生の歓声が上がり、教材の提示展開構成を考える際のコンテンツが得られた。 

 

３． 動画・静止画教材の取得 

 雲が湧いては消えを繰り返し

山肌に沿って上昇することが

分かる教材(図1)。 

 夕日が傾くにつれ東の空に

見える影富士が際立つ教材

(図2)。 

 自然の振る舞いを観察し、短

詩フォーマットで詠む教材例。  

  

４． 空気を探る実験例：赤外線ヘリコプターの動き、プロペラ浮上の検討、空気採取容器の検討 

 旧測候所で未使用の赤外線ヘリコプターのプロペラを回したところ、6 機中1機は高さ約1.7m 程度まで

ほぼ鉛直に上昇し、5 機は最高 15cm 程度上昇後きりもみ状態で傾いて落下するか、上昇できず横倒し

のまま床上を進んだ（図3,4）。機体は離陸時に傾くと斜め方向へ進み、空中で振動し、振幅が増して上昇

コースから外れ床に接触する様子が観察された。使用機種は、世界最小級トイヘリ赤外線ヘリコプター 

ピコファルコン（PKG-84702-OR,-GR,-BR 2014.11 株式会社シー・シー・ピー）、全長59mm,幅17mm,重

量約9g,対象年齢6 歳以上, 充電時間約30 分,連続飛行時間約 4 分,操作可能距離約5m である。 

 平成 26 年、同様の実験を同所で別機種で行ったときには、まっすぐゆっくり上昇する機体と、約 15cm

上昇しつつ弾道軌道を描くように離陸地点から逸れて着地する機体があった。使用機種は世界最小クラ

ス赤外線コントロール 品番：54039、品名：「マイクロヘリコプター3 モスキート プラス」（京商株式会社）、

全高約52mm,重量約13g,ローター直径約82mm,全長(本体)約80mm,対象年齢15才以上,充電時間約30

分,飛行時間約5 分で、同軸反転方式のジャイロ搭載である。 

  
図1 山頂より北西方面で湧く雲     図2 日暮れ時の影富士 

・ 雲が湧き 水滴纏う 富士山頂   ・ 夕暮れ時 影富士東 陽は西に  
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 富士山頂と学校との高度差約

3,700m ではプロペラの回転によ

って送られる空気量の違いで、

振動の増幅を抑え切れず、床か

ら 15cm 程度以下では周囲の物

体に当たった空気の流れの影

響も受けてきりもみ状態になると

考察した。この点は、新田次郎

著 『富士山頂』 文春文庫 

文藝春秋p.163 の記述「乱気流の爪」を参考に教材に加工可能である。 

 また、ヘアドライヤーの送風によるピンポン球の浮上、応援用バルーンによる空気の採取等を行った。 

 

５． 防災教育用教材の収集と作品化 

 平成27 年 7 月28 日１１：０２am 

頃、富士宮口頂上付近の火口壁脇

で岩が崩れる音を聴き、崩落箇所

を目視で探し動画を撮った。そこか

ら切り出した（図 5）には岩が砕けた

後のような粉塵が亀裂上部に映っ

ていた。（図 6）は 11:03am 頃の画

像、遠景は白山岳 (標高3,756m)。 

  富士山頂で地震や噴火等に見舞

われたことを想定し、対処法を考    

え、短詩表現で作品化した。        

  ・  マスクして 灰を肺には 入れさせない（授業の生徒作品） 

  ・  登山中 噴火に合ったら 風上へ 火山灰とは 逆へ走ろう（授業の生徒作品） 

・ 山中で 噴煙見たら すぐ下山 ビデオ回すも 写真は撮らず 

 

６． 関連した教育活動 

(1) 平成 27 年 7 月 30 日、 「富士山頂ってどういうところ？」と題して文部科学省で出前授業を行った。

平成27 年度「子ども霞が関見学デー」＜土曜学習応援団＞で、応用物理学会から参加した。 

(2) 平成 28 年 2 月 20 日、「富士山頂で理科の実験をすると？」と題して講演。 富士山ワークショップ

2016(指定管理者主催事業)山梨県立図書館。 

 

７． おわりに 

教育現場に実装する２つの手法を編み出したことが、活用 4 年目の進展であった。１つ目は高校の授

業の教材と部活動の研究テーマとを連携させて啓発し合う手法、２つ目は観照手法として動画静止画か

ら理科系情報を読み取り短詩形式で詠み合い作品化し、啓発し合う手法である。 
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 本研究は NPO 法人「富士山測候所を活用する会」が富士山頂の測候所施設の一部を気象庁から借用

管理運営している期間に行われた。その間、同法人の事務局、御殿場班、山頂班の方々にお世話にな

った。富士山表口六合目「雲海荘」の渡辺義彦氏には高校生の 9 月の実験合宿でご配慮を頂いた。 

 本研究は公益財団法人日本科学協会平成27年度笹川科学研究助成 [実践研究] を受けて行われた。 

 

*連絡先：古田 豊(Yutaka FURUTA)、furuta@nhss.rikkyo.ne.jp 

 
 

  

図5 山頂北側火口壁の崩壊    図6 崩壊後の火口壁 

図3 低い高さで振動するヘリ     図4 振動し傾き落下するヘリ 

mailto:furuta@nhss.rikkyo.ne.jp
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O−12:: 富士山学校科学講座の開講および高所順応トレーニングの実施 
 

浅野 勝己 

筑波大学名誉教授 

 

１． はじめに 

わが認定NPO 法人富士山測候所を活用する会の使命の一つとして､社会への教育啓蒙活動の一環

として 2006 年６月に”富士山学校科学講座”の開講を企画した。その後、2014 年に至るまで総計１２

回にわたり大學生および一般社会人を対象として実施してきている。 

また、高峰登山者および高所での作業労働を予定される方々への急性高山病予防のための高所順

応トレー二ングの実施およびその效果機序の解明を試みて来た。 

高所順応トレー二ングは、2008 年８月以来 2014 年に至るまで総計６回にわたり、高峰登山者および

ヒマラヤトレッキング隊員に対して実施してきている。 

2015 年８月に 13 回目の富士山学校講座の開講および７回目の高所順応トレー二ングを実施したの

でその成果を報告したい。 

２． 研究成果 

１｝ 2015 年８月８日午後２時に測候所に到着した健常な中高年女性登山者４人（65〜76 歳）に対し、わが

NPO 法人の 10 年間にわたる研究成果の要旨および急性高山病の機序と予防対策を中心に講義し

た。 

参加者全員より多くの質問が寄せられ､0.6 気圧の低圧低酸素の極地環境の生理応答に対する好奇

心の高いことが伺われた。 

２｝ 当中高年女性登山者について８月８日午後２時より翌日９日午前９時にわたる１泊を含めた約20時間

の測候所滞在による高所順応トレー二ングを行った。 

この結果、安静時心拍数｛拍・分｝は 8 日午後の平均 86.5（71〜101）拍・分に対して９日午前の平均

80.8《63〜９７》拍へ平均約７％の低減傾向を示している。 

一方、安静時動脈血酸素飽和度｛％｝では、８日午後の平均 77.3％（70〜85％）に対して９日午前の

平均 82.8％｛82〜86％｝へ平均約６％の増加傾向が認められ、この短時間の滞在においても高所順

応の效果が確認された。 

なお、この約 20 時間の測候所滞在中の当中高年女性登山者には軽度の頭痛以外の高山病症状は

認められなかった。        

３． まとめ 

本高所順応を体験されて 2015 年 10〜11 月に 6，654m のネパ-ル国高峰登山に挑まれ無事帰国さ

れた朗報を頂いている。本順応は来年度も継続していきたい。 

 

*連絡先：浅野 勝己 (Katsumi ASANO)、hypk.asano@kca.biglobe.ne.jp 

 

 


