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序
本研究報告書は、国立環境研究所と地方環境研究所とのⅡ型共同研究「PM2.5と光化学オキシ
ダントの実態解明と発生源寄与評価に関する研究」
（平成22〜24年度）の研究成果をとりまとめ
たものである。
（平成21年度までは C 型共同研究）は、国立環境研究所が全国環境研協議会を
Ⅱ型共同研究*）
窓口として、複数の地方環境研究所と共同研究を行う制度であるが、微小粒子状物質（PM2.5）
や光化学オキシダントの実態解明は、越境汚染などの広域的な現象と都市・局地汚染などの地域
的な現象を同時に考慮しなければならない為、Ⅱ型共同研究として相応しい研究課題である。
本Ⅱ型共同研究は、平成13〜21年度に実施した 3 期にわたる C 型共同研究を基礎としている。
第 1 期の C 型共同研究「西日本及び日本海側を中心とした地域における光化学オキシダント濃
度等の経年変動に関する研究」
（平成13〜15年度；地方環境研究機関20機関参加；報告書 R-184参
照）は、C 型共同研究制度の初めての実施ケースであり、時間値データベースと集計・解析プロ
グラムを開発し、複数の機関が統一的な手法で解析し、その結果を相互比較した。第 2 期は、第
1 期の研究を引き継ぎ、
「日本における光化学オキシダント等の挙動解明に関する研究」
（平成
16〜18年度；地方環境研究機関41機関参加；報告書 R-193、195参照）として、参加機関が共通
の解析方法で基礎解析を実施し、相互に比較するとともに、具体的なテーマに設定して応用解析
を進めた。更に、第 3 期は、
「光化学オキシダントと粒子状物質等の汚染特性解明に関する研究」
（平成19〜21年度；地方環境研究機関50機関参加；報告書 R-203参照）として、全国の大気環境
時間値データベースの整備を継続し、このデータ解析を中心にモデル解析結果なども使用して、
光化学オキシダントと粒子状物質等の汚染特性や発生原因を解明する研究を実施した。
第 4 期に相当する本Ⅱ型共同研究では、地方環境研究機関 延べ54機関（代表：大阪市立環境
科学研究所）の参加により「PM2.5と光化学オキシダントの実態解明と発生源寄与評価に関する
研究」として、平成22〜24年度の 3 ヶ年で実施している。この研究では、C 型共同研究の経験と
成果を踏まえ、①常時測定時間値データや PM 2.5測定データのデータベース化と解析、②粒子成
分や VOC 成分の測定と解析、③モデル解析等による発生源寄与率の評価などを進めて、PM2.5と
光化学オキシダントの実態を解明し発生源寄与率を評価する研究を実施している。本報告書は、
本研究で実施した解析結果等をとりまとめたものである。
本報告書の解析結果や解析方法が、PM2.5と光化学オキシダントの発生原因を理解し、大気汚
染対策を進める上でお役にたてば幸いである。
2015年1 月
国立環境研究所 企画部フェロー
大原 利眞
＊）

Ⅱ型共同研究について

国立環境研究所では、地方環境研究所等との研究交流を促進し、環境研究の発展を図るために、共同研
究を推進している。この共同研究は、研究の進め方によって、Ⅰ型、Ⅱ型の2 種類に分類されている。
http://www.nies.go.jp/kenkyu/chikanken/bosyu/bessi1-23.html
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略語集
AOD

エアロゾル光学的深さ

NOx

窒素酸化物

OBC

光学黒色炭素

Ox

光化学オキシダント

PO

ポテンシャルオゾン

PM2.5

微小粒子状物質

SPM

浮遊粒子状物質
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図3.1.3.10

Ox 60ppb 以上時間数経年変化（都市局）

図3.1.3.11

Ox 60ppb 以上時間数経年変化（郊外局）

図3.1.3.12

Ox 120ppb 以上時間数経年変化（都市局）

図3.1.3.13

Ox120 ppb 以上時間数経年変化（郊外局）

図3.1.3.14

Ox 濃度120 ppb 以上時間数（郊外局の時間数の多い局のみ）

図3.1.3.15

Ox 年最高濃度経年変化（都市局）

図3.1.3.16

Ox 年最高濃度経年変化（郊外局）

図3.1.3.17

Ox 濃度 5 月経年変化

図3.1.3.18

PO 濃度 5 月経年変化

図3.1.3.19

Ox 濃度 8 月経年変化

図3.1.3.20

PO 濃度 8 月経年変化

図3.1.3.21

Ox 月平均濃度年内変動

図3.1.3.22

NOx 月平均濃度年内変動

図3.1.3.23

PO 月平均濃度年内変動

図3.1.3.24

SPM 月平均濃度年内変動

図3.1.3.25

Ox 濃度60 ppb 以上出現率年内変動

3.1.4.

中国・四国地域

図3.1.4.1

中国・四国地域における都市部と郊外部の一般測定局

図3.1.4.2

Ox 濃度月平均値年内変化

図3.1.4.3

Ox 濃度60 ppb 以上時間率年内変化

図3.1.4.４

PO 濃度月平均値年内変化

図3.1.4.５

NOx 濃度月平均値年内変化

図3.1.4.6

SPM 濃度月平均値年内変化

図3.1.4.7

Ox 濃度年平均値経年変化

図3.1.4.8

PO 濃度平均値経年変化

図3.1.4.9

NOx 濃度年平均値経年変化

図3.1.4.10

SPM 濃度年平均値経年変化

図3.1.4.11

Ox 濃度19 ppb 以下測定時間数経年変化

図3.1.4.12

Ox 濃度60 ppb 以上測定時間数経年変化

図3.1.4.13

Ox 濃度120 ppb 以上測定時間数経年変化

図3.1.4.14

Ox 濃度年最高値経年変化

3.1.5.

九州地域

図3.1.5.1

九州地域における都市部と郊外部の一般測定局

図3.1.5.2

Ox 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.3

PO 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.4

NOx 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.5

SPM 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.6

都市部の Ox 濃度と PO 濃度の月平均値経月変動

vii



図3.1.5.7

郊外部の Ox 濃度と PO 濃度の月平均値経月変動

図3.1.5.8

Ox 濃度60ppb 以上出現時間率

図3.1.5.9

Ox 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.10

PO 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.11

NOx 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.12

SPM 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.13

Ox 濃度（0-19ppb）の出現平均時間数経年変化

図3.1.5.14

Ox 濃度（60ppb 以上）の出現平均時間数経年変化

図3.1.5.15

Ox 濃度（120ppb 以上）延べ時間数の経年変化

図3.1.5.16

Ox 濃度年最大値の都市部と郊外部の経年変化

3.1.6.

全国解析

図3.1.6.1

地域区分および都市（赤）および郊外（青）に分類された測定地点の配置

図3.1.6.2

Ox 濃度（左）および PO 濃度（右）の長期変動の都市 / 郊外別全国平均

図3.1.6.3 O
 x 濃度（左）および PO 濃度（中央）の月平均値年内変動の都市 / 郊外比較およ
び PO 濃度の都市 - 郊外濃度差の年内変動
図3.1.6.4
3.2.

PO 濃度月平均値の経度分布図

PM2.5に関する解析
図3.2.1

解析に供した測定地点の分布

図3.2.2

全解析対象地点における PM2.5日平均値の変動

図3.2.3 P
 M2.5濃度が全国的に増加した時期における CFORS による硫酸塩エアロゾル（左）
および土壌性粒子（右）の水平分布予測図。上：5月3日，下10 。
図3.2.4

全測定地点の時間値の 2 ％、50％、98％値の頻度分布（左）および経度分布（右）

図3.2.5 P
 M2.5（左）および NOx（右）の最高および最低濃度出現値のタイミングに着目した
集計結果。例えばPM2.5の曜日（DOW）別集計では、最高濃度水曜日に出現した測定地点が最も多く、低濃度は日曜が最も多かったことを示している。
図3.2.6 P
 M2.5（左）および NOx（右）の沿道（○）
、都市部（×）
、郊外部（●）別平均日内
変動の比較
図3.2.7

第4章
4.1.

クラスタ解析による PM2.5の月変動パターンの分類結果

高濃度エピソード解析

2008年度から2009年度の Ox および SPM 高濃度時の総合解析
図4.1.1

2008年度 NOx 年平均値濃度分布図

図4.1.2

地域別 Ox 日最高値の経日変化（上：2008年度、下：2009年度）

図4.1.3

地域別 Ox 日最高値の季節別
（4-6月：以下春季、
7-9月：夏季、
いずれも2008年）
散布図

図4.1.4 2 008年度高濃度日における後方流跡線解析（CGER-MTX、起点久御山局開始時刻は各高濃度日の14時、計算間72 起点高度150m、左：4－6月右79、流跡線の色は国設隠岐Ox日最高値を表す。）
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図4.1.5

2008年 5 月20～23日の地上天気図（気象庁 HP「日々の天気図」から引用）

図4.1.6

2008年 5 月19～24日の Ox 経時変化

図4.1.7

2008年 5 月19～24日の SPM 経時変化

図4.1.8

同

PO 分布



図4.1.9

4.2.

同

SPM 分布

図4.1.10

同後方流跡線

図4.1.11

CFORS

図4.1.12

2008年 7 月20日～22日の地上天気図

図4.1.13

同 Ox 経時変化

図4.1.14

同 PO 濃度分布

図4.1.15

同後方流跡線

図4.1.16

同 SPM 濃度分布

2011年 2 月粒子状物質高濃度事例
図4.2.1 2 011年 2 月 4 日～ 7 日の PM2.5 と SPM 濃度分布と72時間後方流跡線（○；PM2.5、
×；SPM）
図4.2.2 （a）日本海側における

PM2.5濃度と Busan における PM10濃度 （b）都市部におけ
る PM2.5 濃度（c）日本海側における Ox 濃度 （d）都市部における Ox 濃度 （e）
風速 （f）気温
図4.2.3

2011年 2 月 4 ～ 7 日の気象庁地上天気図

図4.2.4

PM2.5濃度の変動と PM2.5の成分組成の変動

図4.2.5

期間①～③毎の PM2.5濃度およびその成分の平均濃度

図4.2.6 化
 学輸送モデルによる2011年 2 月 4 ～ 7 日までの硫酸イオン濃度の計算結果（国立
環境研究所 森野悠氏提供）
図4.2.7

MODIS によるエアロゾル光学的厚さ（AOD）の空間分布

図4.2.8 期
 間 A（ 2 月 1、2、3、8 日）
、期間①（ 2 月 4 ～ 5 日）
、期間②（ 2 月 6 日）
、期間
③（ 2 月 7 日）における PM2.5中の硫酸イオンと硝酸イオンとの関係
4.3.

2011年11月粒子状物質高濃度事例（関東）
図4.3.1

加須、土浦、江東における SPM および PM2.5濃度の時間的変動1）

図4.3.2

関東地方における SPM 濃度のコンターマップ （a）
11月 3 日21時、
（b）
11月 5 日21時1）

図4.3.3 さ
 いたまにおける気温（Temp）
、相対湿度（RH）
、風速（WS）
、降水量（Rain）、
大気安定度（AS）の時間的変動1）
図4.3.4 各
 測 定 地 点 に お け る PM2.5 中 の EC、char-EC、OC、WSOC、 レ ボ グ ル コ サ ン、
K＋、SO42－、NO3－、Cl－、soot-EC、V、As 濃度の時間的変動1）
図4.3.5 各
 測定地点における PM2.5中の char-EC/EC 比、V/Mn 比、WSOC/OC 比、Pb/Zn
比の時間的変動1）
図4.3.6
4.4.

各測定地点における Ox、NO、SO2濃度の時間的変動1）

2011年11月粒子状物質高濃度事例（東海・近畿）
図4.4.1

2011年11月28日17時 SPM 濃度分布

図4.4.2

2011年11月28日17時東海・近畿地域 PM2.5濃度分布

図4.4.3

2011年11月27～30日東海・近畿常時監視局 PM2.5濃度推移

図4.4.4

2011年11月28、29日天気図

図4.4.5

2011年11月27～30日国設大阪局（大阪市東成区）風向の推移（16方位）

図4.4.6

2011年11月27～30日国設大阪局（大阪市東成区）風速の推移
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4.5.

図4.4.7

PM2.5と Ox 濃度散布図

聖賢小学校局（大阪市城東区）

図4.4.8

PM2.5と NO2濃度散布図

聖賢小学校局（大阪市城東区）

図4.4.9

PM2.5と SO2濃度散布図

聖賢小学校局（大阪市城東区）

図4.4.10

2011年11月27～30日 PM2.5、Ox、NO2濃度（聖賢小学校局）推移

図4.4.11

2011年11月27～30日東大阪局 PM2.5成分イオン濃度の推移

図4.4.12

2011年11月27～30日滋賀局 PM2.5成分イオン濃度の推移

図4.4.13

2011年11月27～30日東大阪市西保健センター局 NO、NO2、Ox 濃度推移

図4.4.14

（東大阪局）
と NO2濃度
（東大阪市西保健センター局）
散布図
PM2.5中硝酸イオン濃度

図4.4.15

（東大阪局）
と SO2濃度
（東大阪市西保健センター局）
散布図
PM2.5中硫酸イオン濃度

2012年 1 月粒子状物質高濃度事例（西日本）
図4.5.1

2012年 1 月10～16日九州地方 PM2.5濃度推移

図4.5.2

2012年 1 月10～16日東海・近畿地域 PM2.5濃度推移

図4.5.3

2012年 1 月10日24時全国 PM2.5濃度分布

図4.5.4

2012年 1 月14日14時全国 PM2.5濃度分布

図4.5.5

西日本測定サイト

図4.5.6

2012年 1 月10、14日天気図 （気象庁「日々の天気図」より）

図4.5.7

風速の推移（国設大阪局）

図4.5.8 2
 012日 1 月10日19時（JST）太宰府局、松江局、東大阪局を起点とした後方流跡線
図
図4.5.9 2
 012日 1 月14日 1 時（JST）太宰府局、松江局、東大阪局を起点とした後方流跡線
図
図4.5.10

ライダー観測データ人為性エアロゾル分布（2012年 1 月10日長崎）

図4.5.11

ライダー観測データ人為性エアロゾル分布（2012年 1 月13日長崎）

図4.5.12

2012年 1 月13日11～14時 MODIS（Terra）による AOD 値分布

図4.5.13

太宰府及び対馬の硫酸イオン及び硝酸イオン濃度の推移

図4.5.14 松江及び隠岐の硫酸イオン及び硝酸イオン濃度の推移
図4.5.15 東大阪、大津及び京丹後の硫酸イオン及び硝酸イオン濃度の推移
図4.5.16 太宰府、松江及び東大阪の硫酸イオン濃度の推移
図4.5.17 対馬、隠岐及び京丹後の硫酸イオン濃度の推移
図4.5.18

太宰府及び対馬の Pb/Zn の推移

図4.5.19

松江及び隠岐の Pb/Zn の推移

図4.5.20

東大阪及び大津の Pb/Zn の推移

図4.5.21

太宰府、松江及び東大阪の鉛濃度の推移

図4.5.22 対馬、隠岐及び京丹後の鉛濃度の推移

x

図4.5.23

太宰府及び対馬の V/Mn の推移

図4.5.24

松江及び隠岐の V/Mn の推移

図4.5.25

東大阪、大津及び京丹後の V/Mn の推移



4.6.

4.7.

2012年 1 月粒子状物質高濃度事例（北海道）
図4.6.1

地上天気図（ 1 月10、12、14、17、19、21日）

図4.6.2

風配図（札幌、利尻－1月10～16日、1 月17～21日）

図4.6.3

PM2.5濃度の変動（ 1 月10日～21日）

図4.6.4

水溶性成分濃度の変動（利尻、札幌

図4.6.5

NO3 /SO4 成分濃度比の変動（札幌

図4.6.6

大気汚染物質濃度の変動（国設札幌

図4.6.7

PM2.5中無機元素の大気中濃度

図4.6.8

PM2.5中無機元素比

図4.6.9

後方流跡線解析結果（スタートポイント：札幌、
利尻1/11、
13、
19

－

2－

1 月10～21日）
1 月10～21日）
1 月10～21日、日平均値）

9:00

図4.6.10

試料採取地点図

図4.6.11

都市域とバックグラウンド地域（落石）の季節別平均濃度及び濃度

上空800m）

2012年 5 月粒子状物質および光化学オキシダント高濃度事例
図4.7.1

各測定局の位置

図4.7.2

天気図

図4.7.3 高
 濃度日における中国、四国及び九州地方の一般環境大気測定局における風向風速
ベクトル図
図4.7.4

Ox 濃度分布図

図4.7.5

Ox 濃度の経時変化図（上：中国地方、下：九州地方）

図4.7.6

SPM 濃度の経時変化図（上：中国地方、下：九州地方）

図4.7.7

高濃度日における中国及び九州の後方流跡線（上：中国地方、中・下：九州地方）

図4.7.8

イオン成分濃度

図4.7.9

高濃度時の風景

第5章
5.1.

発生源寄与割合解析

全国の PM2.5成分組成データを用いた発生源寄与解析
図5.1.1

PMF モデル解析に供したデータの観測地点

図5.1.2

因子数を変化させた時の Q 値の推移

図5.1.3

モデル計算値と観測値の関係

図5.1.4

因子プロファイルと発生源の推定結果

図5.1.5

粒径別因子寄与濃度の全地点平均値の推移

図5.1.6

各観測地点における季節毎の PM2.1中の因子寄与濃度の推移

第6章

分野別

6.1.

データベース解析

6.2.

観測
図6.2.1

2012年の PM2.5の同期観測結果
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6.3.

衛星データ活用
図6.3.1

MODIS（Aqua）AOD 値の分布（2009年 5 月20日）

図6.3.2

MODIS（Terra）AOD 値と実測 SPM 濃度散布図（2009年 5 月18、20日）

 in-Average 法により補正した MODIS（Terra）AOD 値と実測 SPM 濃度散布図
図6.3.3 B
（2009年 5 月18、20日）
図6.3.4 B
 in-Average 法により補正した MODIS（Aqua）AOD 値と実測 SPM 濃度散布図
（2011年 2 月 7 日）
6.4.

測定法
図6.4.1

xii

Ox 自動測定機の校正法変更時期

1．目的

1 ．目的
光化学オキシダントおよび粒子状物質による大気汚染は全国的な問題となっている。
光化学オキシダントは、全国の一般局における環境基準達成率が0.0％（平成22年度）と非常
に低く、しかも、その濃度は増加傾向にある。平成19年の春から夏には、多くの自治体において、
これまで観測されたことがないような高濃度エピソードが報告された。これらの高濃度発生要因
として、地域的な排出構造の変化、アジア大陸における大気汚染排出量の増加、気象変化等が考
えられるが、詳細は未解明である。従って、早急に高濃度発生原因を解明し、有効な対策を講じ
る必要がある。
一方、浮遊粒子状物質については、自動車排ガス規制等の発生源対策により、全国的に改善傾
向にある。しかし、都市域において二次粒子の占める割合が増加し、その汚染が広域化している
こと、平成21年 9 月に微小粒子状物質 PM2.5の環境基準が告示されたこと、微小粒子による健康
影響への懸念などから、浮遊粒子状物質も引き続き重要な大気汚染物質と考えられる。実際に、
平成19年の春から夏にかけて、光化学オキシダントとともに、浮遊粒子状物質の高濃度エピソー
ドが全国で報告された。
光化学オキシダントと浮遊粒子状物質は、共に高い地域依存性を持つと同時に、広域的な汚染
の影響も受けるため、共通の評価指標で全国的な比較検討を行うことが汚染機構解明にとって重
要である。Ⅱ型共同研究（平成22年度以前は「C 型共同研究」
）では、
「西日本及び日本海側を中
心とした地域における光化学オキシダント濃度等の経年変動に関する研究」
（平成13〜15年度、
参加機関20機関）
、
「日本における光化学オキシダント等の挙動解明に関する研究」
（平成16〜18
年度、参加機関40機関）
、
「光化学オキシダントと粒子状物質等の汚染特性解明に関する研究」
（平
成19〜21年度、参加機関50機関）において、各自治体の大気環境時間値データを全国的に整備し、
その解析を進めることにより、光化学オキシダントの全国的な発生状況と地域特性等を把握し
た。
そこで本研究では、各自治体の大気環境時間値データの整備を継続し、このデータ解析を中心
にモデル解析なども実施して、光化学オキシダントと浮遊粒子状物質の、地域汚染の特性（経年
変化や季節変化など）や高濃度エピソード時の広域輸送（国内の地域間輸送や海外からの越境輸
送）を把握することを目的とする。
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2 ．研究概要
2.1. Ⅱ型共同研究について
Ⅱ型共同研究は、国立環境研究所が、全国環境研協議会（66機関）
、ブロック会議等からの提
言を受け、国立環境研究所と複数の地方環境研究所等の研究者が参加して共同研究を実施する制
度である。全国環境研協議会では、加盟機関に対して、Ⅱ型共同研究の研究提案課題を募集し、
応募された提案課題の中から採択して国立環境研究所に提案する。国立環境研究所では、この提
言を受け、研究予算を配分して研究を実施する。

2.2. 研究の経緯
本研究は、光化学オキシダントや粒子状物質などの大気汚染の実態解明を目的として、平成13
年度から開始した研究の第 4 期と位置付けられる。
第 1 期（平成13〜15年度）の C 型共同研究「西日本及び日本海側を中心とした地域における
光化学オキシダント濃度等の経年変動に関する研究」
（代表：島根県保健環境科学研究所）は、C
型共同研究制度の初めての実施ケースであり、20の地方環境研究機関と国立環境研究所が共同研
究を実施した。本研究では、時間値データベースと集計・解析プログラムを開発し、複数の機関
が統一的な手法で解析し、その結果を相互比較した。この研究成果は本シリーズ第184号として
刊行されている。
第 2 期（平成16〜18年度）は、第 1 期の研究を引き継ぎ、
「日本における光化学オキシダント
等の挙動解明に関する研究」
（代表：京都府保健環境研究所）として実施し、全国の41研究機関
の参加により共同研究を進めた。この研究では、参加機関が共通の解析方法で基礎解析を実施し、
相互に比較するとともに、具体的なテーマに関する応用解析を進め、それらの成果は本シリーズ
第193号及び第195号にとりまとめられている。
第 3 期（平成19〜21年度）は、第 2 期の経験と成果を踏まえ、
「光化学オキシダントと粒子状
物質等の汚染特性解明に関する研究」
（代表：名古屋市環境科学研究所）として実施し、全国の
50の地方環境研究機関が参加した。この研究では、全国の大気環境時間値データベースの整備を
継続し、このデータ解析を中心にモデル解析なども実施して、光化学オキシダントと浮遊粒子状
物質等の汚染特性や発生原因を、地域と広域、経年変化と高濃度エピソードといった複眼的視点
から解明する研究を実施した。この研究成果は本シリーズ第203号として刊行されている。
第 4 期では、地方環境研究機関延べ54機関（代表：大阪市立環境科学研究所）の参加により
「PM2.5と光化学オキシダントの実態解明と発生源寄与評価に関する研究」として、平成22〜24年
度の 3 ヶ年で実施した。この研究では、これまでの経験と成果を踏まえ、常時測定時間値データ
や PM2.5測定データのデータベース化と解析、粒子成分や VOC 成分の測定と解析、モデル解析等
による発生源寄与率の評価などを進めて、PM2.5と光化学オキシダントの実態を解明し発生源寄
与率を評価する研究を実施した。
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2.3. 研究の体制
本研究の参加自治体は以下の54機関である。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、札幌
市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、長野県、静岡県、川崎市、さ
いたま市、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、名古屋市、京
都市、大阪市、神戸市、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、福岡市、北九
州市、熊本市
参加自治体は、地域性を考慮して全自治体を 5 つの地域ブロック（北海道東北北陸、関東甲信
静、東海近畿、中国四国、九州）単位のグループに分け、各地域グループにリーダー 1 名、副リー
ダー若干名を置いた。
また、研究テーマ別のグループとして、データ解析、観測・測定、測定法、発生源寄与解析、
衛星データ解析、衛星データ解析、高濃度事例解析の 6 つのグループに分け、地域グループ同様
に、リーダー、副リーダーを置いた。各参加自治体は 1 つ以上の研究グループに属することとし
た。
これらのグループが単位となって研究を推進し、地域グループでは各自治体の一般局と自排局
それぞれで代表的な測定局を選定し、選定局での解析によって、地域内・地域間の比較検討を
行った。また、各研究グループでは具体的な研究テーマに基づく研究を実施した。
研究を推進するために、研究代表者、各地域グループの正副リーダー、国環研メンバーで構成
するグループリーダー会議を組織し、研究を推進した。さらに、大学等との連携を強化するため
に、外部機関の研究者16名との共同研究も一体的に進めた。
また、今回の共同研究の特徴として外部資金の獲得を目指して環境省環境研究総合推進費に応
募し、「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5汚染の実態解明と発生源寄与評価」が採択
され、平成23年度から25年度まで 3 年間実施した。
なお、第 4 期の共同研究に参加した機関及び構成員の詳細を資料 1 にまとめた。

2.4. 研究会合
全体研究会を、平成22年 5 月、平成23年 5 月、平成24年 5 月に開催し、メンバー全体で研究結
果の報告や情報交換をするとともに、研究の進め方について議論した。また、平成22年 5 月、平
成23年 1 月、5 月、平成24年 5 月、12月には、グループリーダー会議を開催し、主な研究方針を
議論しながら研究を推進した。各地域グループおよび研究グループは必要に応じて、グループ会
合や合同グループ会合を開催し、個別の解析・研究を推進した。
なお、これらの会合の開催について資料 2 にまとめた。
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3.1. 光化学オキシダント等に関する解析
名古屋市

大野 隆史

光化学オキシダント及び関連汚染物質の常時監視データ（時間値データ、1990年度から2009年
度）を用いた長期解析を行った。本解析では、各自治体が管轄下にある常時監視局よりデータの
継続性、空間分布、測定項目数などを考慮して最大 5 つの測定局を選定し、Ox 濃度の経年変化
などについて、共通の集計解析プログラムを用いて解析した。解析結果を地域ごとにまとめ、各
地域における都市部と郊外部の違いに着目した考察を行った。
都市部と郊外部を分類するための指標としては、1990年度から2009年度までの平均 NOx 濃度
を用いた。対象地域内の選定局より濃度ランク上位10位を都市、下位10位を郊外に分類すること
を基本とし、各地域において都市 / 郊外の分類についての妥当性も検討した。
解析した汚染物質項目は Ox、PO、SPM および NOx である。各汚染物質について、以下のよ
うな項目の解析を行った。
① Ox、PO、SPM、NOx の年平均値経年変動（Ox、PO の経年変動を中心に）
② Ox 濃度ランク別出現時間数の経年変動、および Ox 年最大値の経年変動
③ Ox、PO、SPM、NOx の年内変動
④ Ox 60 ppb 以上出現時間率の年内変動
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3.1.1. 北海道・東北・北陸地域
山形県

森田 浩行

（ 1 ）都市 / 郊外の分類
北海道・東北・北陸地域内における各自治体基本解析の対象局は32局であり、そのうち19902010年度の NOx 平均濃度が高いもののうち 8 局を都市として選定した。NOx 濃度平均順に①国
設札幌局［北海道；31.2 ppb］
、②明野公園局［北海道；27.9 ppb］
、③六日町局［新潟県；26.3
ppb］、④西福島局［新潟県；25.0 ppb］
、⑤山形十日町局［山形県；22.8 ppb］
、⑥福井局［福井県；
22.4 ppb］、⑦神明局［福井県；20.3 ppb］
、⑧武生局［福井県；17.5 ppb］であり、北海道・山形県・
新潟県・福井県の 4 自治体を対象とした。
（表3.1.1.1、図3.1.1.1）
。
郊外 8 局は①三馬局［石川県；12.9 ppb］
、②酒田若浜局［山形県；11.6 ppb］
、③三国局［福井
県；9.3ppb］、④田浦局［北海道；5.4 ppb］
、⑤次第浜局［新潟県；5.1 ppb］
、⑥能代西局［秋田県；
、⑧国設箟岳［宮城県；3.4 ppb］であり、北海道・宮城県・
4.9 ppb］、⑦船川局［秋田県；4.5 ppb］
秋田県・山形県・新潟県・石川県・福井県の 7 自治体が占めていた（表3.1.1.2、図3.1.1.1）
。
（ 2 ）Ox 濃度等の汚染項目の年内変動
Ox 濃度について、その年内変動パターンは、都市 / 郊外共に春に最大を示し、都市は 5 月に
最大36.1 ppb であり、郊外は 4 月に46.1 ppb であった。また、Ox 濃度は常に都市よりも郊外の方
が高濃度で、その差は冬（ 2 月）に最大（14 ppb）で、夏（ 8 月）に最小（5 ppb）であった（図
3.1.1.2）。
NOx 濃度について、その年内変動パターンは、都市 / 郊外共に秋から冬（11〜 2 月）にかけて
高濃度で、春から夏（ 5 〜 8 月）にかけて低濃度であった。大気が安定化することに加え、北海
道・東北・北陸地域では、寒冷地であることから冬期間の暖房等に使用する化石燃料の消費量が
増加するため、NOx 濃度が上昇すると考えられる。また郊外の NOx 濃度の年内変動が5.5〜9.6
ppb で最も低濃度の月と高濃度の月の濃度差が4.1 ppb だったのに対し、都市の NOx 濃度の年内
変動は15.4〜37.4 ppb であり、その濃度変動差が22.0 ppb であり、大きな変動が見られた（図
3.1.1.3）。
SPM 濃度について、その年内変動パターンは、都市 / 郊外共に春（ 4 月）と夏（ 7 月）に最大
となる 2 山型の傾向を示した。最大値は都市で29μg/m3、郊外で24μg/m3であり、共に 4 月に見ら
れた。また、都市 / 郊外の濃度差の年内変動は小さく、濃度差は5±2μg/m3で変動していた（図
3.1.1.4）。
Ox 濃度60ppb 以上出現時間率について、その年内変化は 4 〜 5 月の 2 ヶ月間が他の月より特
に多く、都市は 8 〜 9 ％、郊外は16％であった（図3.1.1.5）
。
北海道・東北・北陸地域の都市の PO 濃度は Ox と比較して 9 〜17ppb 高い値で推移し（図
。また、都市と
3.1.1.6）、郊外の PO は Ox より 4 〜6ppb 高い濃度で推移していた（図3.1.1.7）
郊外それぞれについて、Ox と PO 濃度の年内変動を見てみると、特に都市部で冬に Ox と PO の
濃度差が大きい。これは、冬の NOx 濃度の上昇に伴い、NO のタイトレーション効果により、
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郊外よりも Ox が NO に消費されていることを示している。
（ 3 ）Ox 濃度等の年平均値経年変化
Ox 濃度の年平均値経年変化について、1990〜2009年度にかけて都市 / 郊外 8 局の平均値で見
てみると、都市は＋0.36 ppb/ 年（P＜0.001）で統計的に有意な正の相関を示した。郊外について
は有意な相関は見られなかった。局別に見てみると、都市で有意な相関を示したのは、西福島局
（＋0.54 ppb/ 年、p＜0.001）
、六日町局（＋0.47 ppb/ 年、p＜0.05）
、武生局（＋0.35 ppb/ 年、p＜0.001）、
山 形 十 日 町 局（＋0.33 ppb/ 年、p＜0.01）
、 福 井 局（＋0.30 ppb/ 年、p＜0.01）
、 神 明 局（＋0.30
ppb/ 年、p＜0.001）
、国設札幌局（＋0.29 ppb/ 年、p＜0.01）
、明野公園局（＋0.17 ppb/ 年、p＜0.01）
で全 8 局すべてで有意な正の相関を示した。郊外は、酒田若浜局が有意な正の相関を示し（＋0.22
ppb/ 年、p＜0.05）
、田浦局が有意な負の相関（−0.27 ppb/ 年、p＜0.01）を示した。他に年々変
動が大きく、統計的に有意ではないが、国設箟岳局（−0.20 ppb/ 年）が概ね減少傾向、次第浜局
（＋0.18 ppb/ 年）
、三馬局（＋0.17 ppb/ 年）
、船川局（＋0.16 ppb/ 年）の 3 局で概ね増加傾向で推
移していた。なお、Ox 濃度の年平均値変化について増減率の検定を行った結果、95％信頼限界
は都市で＋0.36±0.09 ppb/ 年、郊外で＋0.04±0.08 ppb/ 年であり、都市で有意な増加傾向が確認
された（図3.1.1.8）
。
PO 濃度の年平均値経年変化について、1990〜2009年度にかけて都市 / 郊外 8 局の平均値で見
てみると、都市は＋0.30 ppb/ 年（P＜0.001）で統計的に有意な正の相関を示した。郊外について
は有意な相関は見られなかった。局別に見てみると都市で有意な相関が見られたのは、西福島局
（＋0.55 ppb/ 年、P＜0.001）
、山形十日町局（＋0.29 ppb/ 年、P＜0.05）
、神明局（＋0.21 ppb/ 年、
P＜0.05）、 国 設 札 幌 局（＋0.19 ppb/ 年、P＜0.05）
、 武 生 局（＋0.19 ppb/ 年、P＜0.05）
、福井局
（＋0.18 ppb/ 年、P＜0.01）の 6 局であり、すべて正の相関を示した。他 2 局については年々変動
が大きく有意な相関はないが、概ね増加もしくは微増傾向（六日町局：＋0.35 ppb/ 年、明野公園
局：＋0.07 ppb/ 年）で推移していた。郊外については田浦局（−0.26 ppb/ 年、P＜0.01）が有意
な負の相関を示した。国設箟岳局（−0.19 ppb/ 年）は、有意な相関は見られなかったが、概ね減
少傾向で推移していた。次第浜（＋0.18 ppb/ 年）
、船川（＋0.16 ppb/ 年）などでは概ね増加傾向
で推移していた。他は概ね微増、もしくは横ばいの傾向で推移していた。また、都市 / 郊外の濃
度差については、1990〜2004年度頃までは常に郊外の方が高く推移していたが、その差は徐々に
小さくなり、2005年頃からほぼ同じ濃度を示すようになった。95％信頼限界の増減率は都市で＋
0.30±0.11 ppb/ 年、郊外で−0.01±0.09 ppb/ 年であり、都市で有意な増加傾向が確認された（図
3.1.1.9）。
NOx 濃度の年平均値経年変化について、1990〜2009年度にかけて都市 / 郊外 8 局の平均値で見
てみると、都市 / 郊外共に有意な負の相関を示した（都市：−0.33 ppb/ 年、P＜0.01、郊外：−0.12
ppb/ 年、p＜0.001）
。その中でも都市は近年、特に2005年度以降急激に減少し、郊外との濃度差
もこの以前は16〜20 ppb で推移していたのに対し、10 ppb まで小さくなっている。局別に見てみ
ると、都市では六日町局（−0.60 ppb/ 年、P＜0.001）
、武生局（−0.51 ppb/ 年、P＜0.001）
、明野
公園局（−0.48 ppb/ 年、P＜0.01）
、神明局（−0.44 ppb/ 年、P＜0.001）
、山形十日町局（−0.42
ppb/ 年、P＜0.001）
、福井局（−0.30 ppb/ 年、P＜0.05）の 6 局で有意な負の相関が見られた。また、
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年々変動が大きく有意な相関は見られなかったが、国設札幌局（−0.44 ppb/ 年）も概ね減少傾向
で推移していた。西福島局はほぼ横ばいで推移していた。郊外は酒田若浜局（−0.38 ppb/ 年、P
＜0.001）、三馬局（−0.33 ppb/ 年、P＜0.001）では有意な負の相関が見られ、他では概ねやや減少、
もしくは横ばいで推移していた。95％信頼限界の増減率は都市で−0.33±0.22 ppb/ 年、郊外で
。
−0.12±0.06 ppb/ 年であり、都市と郊外共に有意な減少傾向が確認された（図3.1.1.10）
SPM 濃度の年平均値経年変化について、1990〜2009年度にかけて都市 / 郊外 8 局の平均値で見
てみると、都市 / 郊外共に有意な負の相関を示した（都市：−0.7 μg/m3/ 年、p＜0.001、郊外：
。その結果、SPM 年平均値は1990から2009年度にかけて、都市で
−0.3 μg/m3/ 年、p＜0.001）
。
35→17 μg/m3、郊外23→15 μg/m3に減少した（図3.1.1.11）
（ 4 ）Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化：
Ox 濃度（ 0 〜19 ppb）の出現平均時間数経年変化は都市で減少傾向を示し、1990〜2009年度
にかけて4500→2800時間まで減少しており、郊外は概ね横ばいで推移していた（図3.1.1.12）
。
Ox 濃度（60 ppb 以上）の出現平均時間数経年変化は、都市で増加傾向を示し、1990〜2009年
度にかけて120→380時間まで増加した。特に近年2007〜2009年度にかけて出現時間が増加した。
郊外は有意な傾向は見られなかった（図3.1.1.13）
。
Ox 濃度（120 ppb 以上）の出現平均時間数経年変化は、出現時間がほとんどなかったため、傾
向を論じるに至らなかった（図3.1.1.14）
。
Ox 年最大値について、都市 / 郊外でのそれぞれの平均値を見てみると、都市で有意な正の相
関（＋0.85 ppb/ 年、p＜0.001）が見られたが、郊外は有意な相関は見られなかった。1990〜2005
年度は郊外の方が高濃度であったが、都市部での濃度上昇に伴い逆転し、2006〜2009年度は都市
の方が高濃度となっていた。都市：89 ppb（1990年度）→106 ppb（2009年度）
、郊外：90 ppb（1990
年度）→99 ppb（2009年度）と変化した（図3.1.1.15）
。
（ 5 ）その他
北海道・東北・北陸地域のバックグラウンドとして存在するオゾンの経年的な変化をより詳細
に把握するため、今回解析した「郊外」よりも更に地域発生源の影響を受けにくい「遠隔地」で
の測定結果について解析をおこなった。対象地点は東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
（EANET）に位置付けられている（国設酸性雨局とも）利尻（北海道）
、竜飛岬（青森県）
、佐渡
関岬（新潟県）の 3 地点であり、解析にあたり2000〜2009年度の O3、NOx の測定データを使用
した。また、平均値については 2 地点以上のデータが有効だった場合のみ有効とした（表
3.1.1.3）。
3 地点について、O3、PO、NOx 濃度年平均値の経年変化を見ていくと、O3と PO 濃度年平均
値は2000〜2007年度まで、有意な増加傾向を示していた（O3：＋1.22 ppb/ 年、P＜0.001、PO：
＋1.01 ppb/ 年、P＜0.01）
。また95％信頼限界の増減率は O3で＋1.22±0.39 ppb/ 年、PO で1.01±0.65
ppb/ 年であり、共に有意な増加傾向が確認された（図3.1.1.16）
。
この期間の NOx 濃度年平均値は有意な相関は見られず、概ね横ばいで推移していた。遠隔地
では NOx 濃度が非常に低いため、ほぼ O3濃度≒PO 濃度であった。
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しかし、2008〜2009年度はこれまでと異なり、急激に O3、PO 濃度の年平均値が低下した。そ
こで地点別に経年変化を見ると、利尻と佐渡関岬の変化は類似し、2003年度まで増加した後はほ
ぼ横這いで推移していた。ただし、佐渡関岬では2009年度に増加がみられた。これに対し、両地
点の間に位置する竜飛岬は2007年度まで増加の傾向であったが、2008年度にデータが欠落し、
2009年度は大きく減少していた。したがって、3 地点平均値の2008〜2009年度における急激な低
下は竜飛岬の特異的な変化に基づくものであり、今後十分な検証が必要と思われた。
なお、遠隔地の Ox 濃度は佐渡関岬＞利尻であり、都市の地点別 PO 年平均値の 8 地点最高値
と比べると、利尻はやや低く（−1ppb）
、佐渡関岬は数 ppb 高かった（＋4ppb）
。
（ 6 ）考察
1「遠隔地」について
「遠隔地」について、北海道・東北・北陸地域では2000〜2007年度まで O3、PO 濃度が増加し、
2008〜2009年度にかけて低下の傾向が見られたが、これは竜飛岬の特異的な変化の影響を受けた
ものであり、今後十分な検証が必要と思われた。なお、O3濃度≒PO 濃度で、佐渡関岬＞利尻で
あった。都市の PO 年平均値と比べると、最も高かった地点より利尻はやや低く、佐渡関岬は数
ppb 高かった。
2「都市」について
「都市」について、1990〜2009年度にかけた期間全体では Ox、PO 濃度の年平均値とも増加傾
向にあった（図3.1.1.17）
。Ox 濃度については特に2006年度以降で大きな増加傾向が見られた。
期間内での Ox 濃度の変化量（ΔOx）と PO 濃度の変化量（ΔPO）について見てみると、1990〜
1999年度は ΔPO＞ΔOx かつ大きな ΔPO（＋0.71 ppb/ 年）で有意な正の相関で増加していた。た
だし、この時期は測定地点によっては湿式法（特に無洗浄が問題。
）の測定機が使用されていた
ときであり、感度低下の観点からの精査が必要と考えられる。2000〜2005年度までは、NOx 濃
度変化がほとんど無く、Ox、PO 濃度はほぼ横這いであった。2006年度以降については、NOx 濃
度の減少が顕著で NO のタイトレーション効果により、大きな増加率で Ox 濃度が高くなったも
のと思われる。なお、この期間 PO 濃度に微増がみられる。増加傾向が認められない郊外と同程
度の濃度レベルであることから速断はできないが、遠隔地の佐渡関岬で2009年度に増加していた
ことを考慮すると、越境汚染の影響が現れている可能性について注視が必要と考えられた。
NOx、SPM 濃度の年平均値は低下傾向であり、NOx 濃度については特に2006年度以降で大き
な低下傾向が見られた。
Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化は低濃度域（ 0 〜19 ppb）が減少傾向、高濃度域（60 ppb
以上）が増加傾向であり、Ox 濃度の増加に対応している様子が見られる。
3「郊外」について
「郊外」について、1990〜2009年度にかけて Ox、PO 濃度の年平均値全体で概ね横ばいの推移
が見られた（図3.1.1.18）
。また郊外の中でも酒田若浜局のように増加傾向を示すところ、田浦
局のように減少傾向を示すところもあり、地理的な条件によってその傾向にも違いが見られた。
郊外の中を Ox、PO、NOx 濃度の年平均値の概ねの傾向ごと表3.1.1.4のように 4 グループに分
けた。
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グループⅠについては、Ox 濃度の上昇が見られたが、PO 濃度が概ね横ばいで推移していたこ
と、NOx 濃度が概ね減少傾向であったことから、NO のタイトレーション効果の影響が強かった
ものと考えられる。グループⅡは 2 局とも日本海側近くに位置し、また海岸近くに立地された局
舎なため、Ox、PO 濃度の上昇については越境汚染の影響が現れている可能性がある。グループ
Ⅲについては日本海側近くであるが、増加傾向は見られなかった。これは地点周辺の地形、もし
くは立地条件的にグループⅡとは越境汚染の影響の受け方が異なる地点であるものと考えられ
る。グループⅣについては今回の調査地点の中でも太平洋側に位置し、日本海側からの移流にも
地形的にも山を挟むため、特に大陸側からの移流の影響が小さいものと予測される。このグルー
プは Ox、PO 濃度が減少傾向を示したが、どちらの局も ΔOx と ΔPO の差が小さく推移していた
ため、原因となったのは別の発生源からの移流量の減少だと考えられる。このように、4 つのグ
ループがそれぞれ別の傾向を示したため、全体として平均化され Ox、PO 濃度の推移が概ね横ば
いを示したものと思われる。
（ 7 ）まとめ
＜都市＞
・Ox 年平均値：増加傾向（有意、強い相関）
。
・PO 年平均値：増加傾向（有意、強い相関）
。
・NOx 年平均値；減少傾向（有意、強い相関）
。減少率は都市＞郊外
・SPM 年平均値：減少傾向（有意、強い相関）
。減少率は都市＞郊外
・Ox 濃度ランク：高濃度域の出現時間数が近年増加。
・Ox 年最大値：都市が増加傾向、近年都市＞郊外
＜郊外＞
・Ox 年平均値：概ね横ばいで推移。
・PO 年平均値：概ね横ばいで推移。
・NOx 年平均値；減少傾向（有意、強い相関）
・SPM 年平均値：減少傾向（有意、強い相関）
・Ox 濃度ランク：低濃度、高濃度域の出現時間数概ね横ばいで推移。
・Ox 年最大値：有意な傾向なし。
＜遠隔地＞
。
・O3年平均値：2000〜2007年度増加傾向（有意、強い相関）
・PO 年平均値：2000〜2007年度増加傾向（有意、強い相関）
。
・NOx 年平均値；概ね横ばいで推移。
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表3.1.1.1

北海道・東北・北陸地域「都市」選定 8 局（NOx 濃度順）

表3.1.1.2

北海道・東北・北陸地域「郊外」選定 8 局（NOx 濃度順）

表3.1.1.3

北海道・東北・北陸地域「遠隔地」3 局（国設酸性雨局）
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表3.1.1.4

郊外 8 局の Ox/PO/NO 濃度の年平均値の推移別グループ分け
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図3.1.1.1

12

北海道・東北・北陸地域における都市部と郊外部の一般測定局および国設酸性雨局
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図3.1.1.2

図3.1.1.4

Ox 濃度月平均値経月変動

図3.1.1.3

NOx 濃度月平均値経月変動

SPM 濃度月平均値経月変動

図3.1.1.5

Ox 月別60 ppb 以上出現率

図3.1.1.6 都市の Ox/PO 濃度月平均値経月変動

図3.1.1.7 郊外の Ox/PO 濃度月平均値経月変動
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図3.1.1.8

Ox 濃度年平均値の都市 / 郊外の経年変化

図3.1.1.9

PO 濃度年平均値の都市 / 郊外の経年変化

図3.1.1.10

NOx 濃度年平均値の都市 / 郊外の経年変化

図3.1.1.11

SPM 濃度年平均値の都市 / 郊外の経年変化
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図3.1.1.12

Ox 濃度（0-19 ppb）の出現平均時間数経年変化

図3.1.1.13

Ox 濃度（60 ppb 以上）の出現平均時間数経年変化

図3.1.1.14

Ox 濃度（120 ppb 以上）の出現平均時間数経年変化

図3.1.1.15

Ox 濃度年最大値の都市 / 郊外の経年変化
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図3.1.1.16
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遠隔地の O3/PO/NOx 濃度の年平均値経年変化まとめ

図3.1.1.17

都市の Ox/PO/NOx 濃度の年平均値経年変化まとめ

図3.1.1.18

郊外の Ox/PO/NOx 濃度の年平均値経年変化まとめ
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3.1.2. 関東甲信静地域
埼玉県

長谷川 就一

（ 1 ）都市部 / 郊外部の分類
関東甲信静地域内（茨城県・千葉県を除く）の解析対象測定局は54局あり、1990〜2009年度の
NOx 平均濃度を判定基準として、高濃度10局を都市部を代表する測定局として、低濃度10局を
郊外部を代表する測定局として分類した。
（表3.1.2.1、表3.1.2.2、図3.1.2.1）
都市部局は東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県の 4 都県に、郊外部局は栃木県、群馬県、埼玉
県、山梨県、長野県、静岡県の 6 県に見られた。
（ 2 ）Ox 濃度等の汚染項目の年内変動
Ox 濃度年内変動については、都市部、郊外部ともに春季（ 4 〜 5 月）に高い一山型である。
年内いずれの時期においても、平均では郊外部の方が都市部に比べて高い値を示している。春季
は 8 〜9 ppb、秋季は5 ppb の差がある。 6 月が最も差が大きく、10 ppb である。
（図3.1.2.2）
Ox 濃度60 ppb 以上の出現時間率は、都市部、郊外部ともに春季（ 5 月）に極大となり、夏季
〜秋季にかけては緩やかに低下し、冬季はほぼ 0 ％となる。都市部と郊外部の差は春季に 5 ％程
度と大きくなる。
（図3.1.2.3）
PO 濃度年内変動は、Ox と同様に都市部、郊外部ともに春季（ 4 〜 5 月）に高い一山型である
が、都市部では秋季に若干上昇を示している。ただ、年内いずれの時期においても、平均では都
市部の方が郊外部に比べて高い値を示しており、秋季に10ppb 程度の差となっている。
（図
3.1.2.4）
NOx 濃度年内変動は、都市部、郊外部、いずれも冬季（12月）に極大となる一山型である。
都市部ではピーク時の12月は92 ppb、夏季は40 ppb 程度である。都市部と郊外部の濃度差は夏季
20〜30 ppb だが、ピーク時の12月は60 ppb 程度と大きくなる。
（図3.1.2.5）
SPM 濃度年内変動は、都市部では夏季（ 7 月）および晩秋から初冬（11〜12月）に極大を示
しているが、郊外部では 7 月を中心に夏季に緩やかなピークを示している。都市部ではピーク時
の11〜12月は50 μg/m3弱だが、1 月は30 μg/m3強と低くなる。都市部と郊外部の差は、春季は10
μg/m3程度だが、11〜12月は25 μg/m3近くになる。
（図3.1.2.6）
（ 3 ）Ox 濃度等の年平均値経年変化
Ox 濃度の年平均値について、都市部10局の平均値は16 ppb（1990年）→25 ppb（2009年）と緩
やかであるが上昇している。平均値の傾きは0.40 ppb/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な正の相
関である。郊外部10局の平均値は22 ppb（1990年）→30 ppb（2009年）とやはり緩やかに上昇し
ている。平均値の傾きは0.32 ppb/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な正の相関である。期間中を
通じて郊外部の方が都市部より高濃度で、その差は1994年に10 ppb であったが、次第に縮小し
2009年は5 ppb であった。
（図3.1.2.7）
PO 濃度の年平均値について、都市部10局の平均値は43〜47 ppb の範囲でほぼ横ばいである。
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平均値の傾きは0.03 ppb/ 年で、統計的に有意な相関は示されなかった。郊外部10局の平均値は
1991〜1992年にやや上昇しているが、その後は37〜40 ppb の範囲でほぼ横ばいである。平均値の
傾きは0.11 ppb/ 年で、統計的には有意な相関は示されなかった。都市部と郊外部の差は 5 〜10
ppb の範囲内で都市部の方が高く推移している。
（図3.1.2.8）
NOx 濃度の年平均値について、都市部10局の平均値は69 ppb（1991年）をピークに35 ppb（2009
年）まで減少している。平均値の傾きは−1.7 ppb/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な負の相関
である。郊外部10局の平均値は、1998年まで21〜23 ppb で横ばいの後、12 ppb（2009年）まで減
少している。平均値の傾きは−0.55 ppb/ 年（p＜0.001）で、やはり統計的に有意な負の相関が見
られる。都市部と郊外部の差は、46 ppb（1991年）をピークに減少傾向にあり、2009年では23
ppb である。（図3.1.2.9）
SPM 濃度の年平均値について、都市部10局の平均値は56 μg/m3（1991年）をピークに24 μg/m3
（2009年）まで大きく減少している。平均値の傾きは−1.7 μg/m3/ 年（p＜0.001）で、統計的に有
意な負の相関である。郊外部10局の平均値も38 μg/m3（1991年）をピークに18 μg/m3（2009年）
まで減少している。平均値の傾きは−1.1 μg/m3/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な負の相関で
ある。郊外部と比べると都市部の方が全期間を通じて高濃度であるが、1991年には18 μg/m3 で
（図3.1.2.10）
あった差が、2009年では5 μg/m3と非常に小さくなっている。
（ 4 ）Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化：
Ox 濃度（ 0 〜19 ppb）の出現時間数について、都市部では1998年以降ゆるやかな減少傾向に
あり、10局の平均値では5525時間（1990年）→3691時間（2009年）と変化した。郊外部では
1992〜2004年は概ね横ばいであるが、その後若干の減少傾向が見られ、10局の平均値では4780時
間（1990年）→2865時間（2009年）と変化した。全期間を通じて都市部の方が高濃度である（図
3.1.2.11）
Ox 濃度（60 ppb 以上）の出現時間数について、都市部10局の平均値は1994〜1995年、2000年、
2007年に上昇しており、上昇と横ばいを繰り返しながら全体としては上昇傾向にあり、106時間
（1990年）→443時間（2009年）と変化している。郊外部10局の平均は、都市部10局の平均とはあ
まり同期していないが、上昇と下降を繰り返しながら全体としては上昇傾向である。時間数は
280時間（1990年）→518時間（2009年）と変化している。全期間を通じて郊外部の方が出現数は
（図3.1.2.12）
多いが、2006年以降その差は縮小傾向となっている。
Ox 濃度（120 ppb 以上）の出現時間数について、都市部10局の平均は1999年までは0.5〜 8 時
間程度の間で変動していたが、2000年以降は 8 〜15時間程度の間で変動している。郊外部10局の
平均も1999年までは 2 〜 8 時間程度の間で変動していたが、2000年以降は2009年を除き 8 〜12時
間程度の間で変動している。2000年までは郊外部の方が高い傾向であったが、2001年以降は都市
部の方が高い。ただし、2007年以降は都市部と郊外部の差が小さくなっている。
（図3.1.2.13）
Ox 濃度年最大値について、都市部10局の平均は、120〜170 ppb 程度の範囲で年々変動がある
が、2001年以降は140 ppb を下回ることはなかった。郊外部10局の平均は、115〜140 ppb 程度の
間で推移しているが、2001年以降は120 ppb を下回ることはなかった。都市部と郊外部の差は変
動があるが、2001年以降は都市部の方が高かった。
（図3.1.2.14）
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（ 5 ）まとめ
Ox 年内変動では、郊外部の濃度が全体的に高く、60 ppb 以上の出現時間率は春季が特に多かっ
た。郊外部の濃度が高いのは、NO が低いため Ox が消費されないことを示していると考えられ
た。このことは、郊外部の PO が都市部よりも低いことからも裏付けられた。NOx 年内変動では、
都市部、郊外部、いずれも冬季にピークがあり、このとき両者の濃度差が最も大きくなった。
SPM 年内変動は、都市部では夏季および晩秋から冬季に高いが、郊外部では晩秋から冬季に高
い傾向が見られず、このときに都市部と郊外部の差は25 μg/m3近くと大きくなった。
Ox 経年変化は、都市部、郊外部、いずれも緩やかな上昇傾向であったが、PO では有意な上昇
傾向は見られなかった。NOx および SPM の経年変化は、都市部、郊外部、いずれも低下傾向で
あり、都市部と郊外部との濃度差も小さくなってきている。
Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化は、60 ppb 以上で都市部、郊外部、いずれも全体として
は上昇傾向が見られ、120 ppb 以上の高濃度では2000年以降はそれ以前と比べて高かった。Ox 年
最大値経年変化は、年々変動はあるものの2001年以降はそれ以前と比べて高い傾向であった。
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表3.1.2.1

関東甲信静地域の「都市部」選定10局

表3.1.2.2

関東甲信静地域の「郊外部」選定10局
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図3.1.2.1

関東甲信静地域における都市部と郊外部の一般測定局
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図3.1.2.2

図3.1.2.3

Ox 濃度の60 ppb 以上時間出現率の年内変動

図3.1.2.4
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Ox 濃度の月平均値の年内変動

PO 濃度の月平均値の年内変動
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図3.1.2.5

NOx 濃度の月平均値の年内変動

図3.1.2.6

SPM 濃度の月平均値の年内変動

図3.1.2.7

Ox 濃度の年平均値の経年変化
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図3.1.2.8

PO 濃度の年平均値の経年変化

図3.1.2.9

NOx 濃度の年平均値の経年変化

図3.1.2.10

SPM 濃度の年平均値の経年変化
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図3.1.2.11

Ox 濃度の19 ppb 以下測定時間数の経年変化

図3.1.2.12

Ox 濃度の60 ppb 以上測定時間数の経年変化

図3.1.2.13

Ox 濃度の120 ppb 以上測定時間数の経年変化
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図3.1.2.14
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Ox 濃度の年最大値の経年変化
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3.1.3. 東海・近畿地域
大阪府

山本 勝彦

（ 1 ）都市／郊外の分類
「都市」は、東海・近畿各府県の選定局のうち、NOx 平均濃度の高いほうから10局を選んだ。
10局中 6 局は大阪市内、3 局は名古屋市とその周辺、他は琵琶湖岸の彦根局である。NOx 濃度の
低い局は、散布図（図3.1.3.1）を見ると、NOx の低い順から12局が、他の局から離れた分布を
示す。このなかで、データ数が少ない（2003年測定開始）豊田市北部局（愛知県）と、この12局
の中で NOx 濃度の一番高い桜井局（奈良県）を除き、
「郊外」10局とした。このうち、宮津局と
豊岡市役所局（兵庫県）が日本海側（宮津局は臨海部、豊岡市役所局は海より12km 程度内陸に
ある）、南海団地局及び三重県の 3 局（尾鷲県職員公舎局、伊勢厚生中学校局、津立成小学校局）
は大阪湾、伊勢湾、熊野灘の臨海部、他は内陸の局である。なお、桜井局は、散布図上、同じグ
ループにあるので、郊外局の考察に当たっては、適宜、加えることとする（表3.1.3.1、図
3.1.3.2）。
（ 2 ）年平均濃度経年変化
年平均濃度経年変化では、郊外局が、Ox、PO とも増加傾向を示す（図3.1.3.3、図3.1.3.4）。
2002年以降が顕著である。増加率は、Ox の方が PO より大きい。
年平均濃度値を都市局、郊外局で比較すると、Ox では都市局より郊外局が高く、PO では逆に
都市局のほうが高かった。これは、本解析で対象とした全年で共通しており、月平均濃度でも全
月にわたって共通している。
なお、NOx、SPM は、都市局、郊外局とも経年的に減傾向を示した（図3.1.3.5、図3.1.3.6）。
減少率は、都市局の方が大きい。NOx は、都市局が郊外局より早い時期から減を示している。
三重県の局は、Ox 年平均濃度経年変化が不明瞭である（図3.1.3.7）
。
散布図上で他より離れた分布を示す南海団地局、宮津局についてみると、南海団地局では、
Ox 年平均濃度が高く、横ばいないしは微増を示す（図3.1.3.8）
。PO は、変化が不明瞭である（図
3.1.3.9）。宮津局では、2002年以降、Ox の濃度が急激に増加し、NOx は低いまま推移している
ため、PO も増を示している。
（ 3 ）高濃度出現の傾向
Ox 濃度ランク別出現時間数の経年変化は、全体として、都市局、郊外局とも、60 ppb 以上の
時間数で経年的に顕著な増が見られる。
（図3.1.3.10、図3.1.3.11）
。60 ppb 以上の出現時間数で
は、平均して郊外局のほうが多い。都市局のうちでも、近畿の局の増が大きい。郊外局では、宮
津局の2001年以降の増が特に急激である。ここでも三重県の尾鷲県職員公舎局は経年変化が不明
瞭である。他の三重県の局は増を示す。
Ox 濃度120 ppb 以上の出現時間数の経年変化は、都市局、郊外局ともばらつきが大きいが、そ
れぞれの平均値に大きな差はない（図3.1.3.12、図3.1.3.13）
。郊外局のうち、桜井局、木津局（京
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都府）が大きい時間数を示し、他に各務原局（岐阜県）
、西脇市役所局（兵庫県）が大きい時間
数を示す（図3.1.3.14）
。なお、桜井局、木津局の Ox 濃度120 ppb 以上の時間数は、1990年に大
きい値（桜井局99時間、木津局47時間）を示す。ここでは、比較しやすいようにするため、図
3.1.3.14は、1991年からの経年変化とした。Ox 年最高濃度では、局平均で都市局、郊外局の差
がないが、木津局、桜井局、西脇市役所局が大きい値を示している（図3.1.3.15、図3.1.3.16）。
（ 4 ）月別平均濃度の経年変化
月別平均濃度では、春（ 5 月）の Ox では、都市局、郊外局とも、経年的に増を示す（図3.1.3.17、
図3.1.3.18）
。増加率は都市局のほうが大きい。年平均濃度にみられたように、郊外局では、
2002年以降、都市局では、もっと早い時期から増を示している。同じく春（ 5 月）の PO では、
郊外局が経年的に増を示すが、増加率は Ox より低い。都市局では経年変化が不明瞭である。夏
（ 8 月）の Ox は、都市局、郊外局とも経年的に増加を示すが、春より増加率は小さい（図
3.1.3.19）。PO では、都市局、郊外局とも、経年変化が不明瞭である（図3.1.3.20）
。
（ 5 ）月平均濃度の年内変動
月平均濃度の年内変動では、Ox は、都市局が 5 月にピーク、郊外局が 4、5 月にピークをみせ
ている（図3.1.3.21）
。Ox 濃度60 ppb 以上の出現率の月別の値でも、同様の分布をみせている（図
3.1.3.25）。PO は、都市局、郊外局ともに、4、5 月にピークをみせている（図3.1.3.23）
。NOx
は11、12月に濃度が高くなるが、都市局がより明瞭である（図3.1.3.22）
。SPM では、都市局が 4、
7、11月にピークを示すのに対し、郊外局は、4、7 月のピークのみで、11月のピークはみられな
い（図3.1.3.24）
。11月の SPM 高濃度は、発生源から距離のある郊外局の濃度が増加していない
ため、地元由来の汚染の影響が大きいと考えられる。
（ 6 ）まとめ
年平均濃度の経年変化において、都市では、NOx によるタイトレーション効果が NOx 濃度の
減により削減され、Ox 濃度の増が生じていると考えられる。都市局が郊外局に比べて増加を始
める時期が早いのは、NOx 濃度の減が始まる時期の違いによると考えられる。一方、郊外では、
PO も Ox と同程度の増加をしており、NOx によるタイトレーション効果の減以外の要因による
増があることを示している。
東アジア規模の広域移流の寄与は、春に多く見られる。 5 月の月別平均値が Ox、PO とも郊外
で経年的な増をみていることから、その影響が大きくなっていることが考えられる。また、夏季
における月別平均値の経年的な増が、郊外局の Ox でみられることから、広域移流以外の要因も
考えられる。この要因については、引き続き調査が必要である。
Ox60 ppb 以上の出現率の経年的な増がみられる一方で、年最高値、120 ppb 以上の出現時間数
の増がみられないことから、Ox 平均濃度の増が、イベント的な高濃度の発生によるものではな
く、非イベント時の Ox 生成の増を示唆していると考えられる。
郊外局のうち、木津局など内陸に位置する局で、Ox 最高濃度や120 ppb 以上の出現時間数で大
きな値を示す。木津局は、京都府の南に位置し、奈良県境に近く、淀川の支流である木津川の沿
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岸に位置する。桜井局は、奈良盆地の東端に位置する。どちらも大阪湾から約40km の距離にあ
る。西脇市役所局は、播磨灘にそそぐ加古川の中流にあり、海岸から約30km ある。また、各務
原局は、伊勢湾にそそぐ木曽川に近く、海岸より約44km ある。いずれも大阪湾、伊勢湾の海風
の到達範囲にあり、気象条件による Ox の臨海部から内陸ヘの移流と二次生成の進行とが並行的
に起こっていることが考えられる。
郊外局のうちでも、NOx が低い宮津局、南海団地局、尾鷲県職員公舎局では、それぞれ違っ
た傾向を示す。宮津局は、Ox、PO 年平均濃度が2002年以降、急激に増加している。Ox 濃度ラ
ンク別では、60 ppb 以上の時間数の経年変化で、同様の傾向を示す。年最高濃度は高くなく、
Ox120 ppb 以上の時間数も少ない。これは、東アジア規模の広域移流の影響を受けているためと
考えられる。南海団地局は、ここで選んだ局の中で、Ox 年平均値が一番高く、経年的には、横
ばいないし微増を示している。Ox 年最高値では、木津局、桜井局と同程度の高濃度を示す。こ
の局は、低 NOx ではあるが、常時、都市域からの Ox の移流を受けていると考えられる。尾鷲
県職員公舎局は、Ox、PO とも年平均値の経年的変化はない。広域移流や都市域からの影響を受
けることの少ない局と考えられるにもかかわらず、Ox 年最高値は、高濃度を示すことがある。
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表3.1.3.1

図3.1.3.1

選定した都市局、郊外局

東海近畿選定局 NOx-Ox 散布図

図3.1.3.2
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都市局、郊外局位置
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図3.1.3.3

図3.1.3.5

Ox 年平均濃度経年変化

NOx 年平均濃度経年変化

図3.1.3.7

Ox 年平均濃度経年変化（三重県の局）

図3.1.3.9

 O 年平均濃度経年変化（南海団地、
P
宮津）

図3.1.3.4

図3.1.3.6

図3.1.3.8

PO 年平均濃度経年変化

SPM 年平均濃度経年変化

Ox 年平均濃度経年変化（南海団地、
宮津）
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図3.1.3.10

Ox 60ppb 以上時間数経年変化（都市局）

図3.1.3.11

Ox 60ppb 以上時間数経年変化（郊外局）

図3.1.3.12

Ox 120ppb 以上時間数経年変化（都市局）
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図3.1.3.13

図3.1.3.14

Ox120 ppb 以上時間数経年変化（郊外局）

Ox 濃度120 ppb 以上時間数（郊外局の時間数の多い局のみ）

図3.1.3.15

Ox 年最高濃度経年変化（都市局）
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図3.1.3.16
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Ox 年最高濃度経年変化（郊外局）

図3.1.3.17

Ox 濃度 5 月経年変化

図3.1.3.18

PO 濃度 5 月経年変化

図3.1.3.19

Ox 濃度 8 月経年変化

図3.1.3.20

PO 濃度 8 月経年変化
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図3.1.3.21

Ox 月平均濃度年内変動

図3.1.3.22

NOx 月平均濃度年内変動

図3.1.3.23

PO 月平均濃度年内変動

図3.1.3.24

SPM 月平均濃度年内変動

図3.1.3.25

Ox 濃度60 ppb 以上出現率年内変動
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3.1.4. 中国・四国地域
広島県

砂田 和博、山口県

長田 健太郎

（ 1 ）都市 / 郊外の分類
中国・四国地域内の解析対象測定局は45局あり、1990〜2009年度の NOx 平均濃度を判定基準
として、高濃度10局を都市部を代表する測定局として、低濃度10局を郊外を代表する測定局とし
て分類した。（表3.1.4.1、表3.1.4.2、図3.1.4.1）
都市局は岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県の 5 県に、郊外局は鳥取県、島根県、徳島
県の 3 県に見られた。
（ 2 ）Ox 濃度等の汚染項目の年内変動
Ox 濃度年内変化については、都市、郊外ともに春（ 4 〜 5 月）
、秋（ 9 〜10月）の 2 山型のピー
クを持つ。年内いずれの時期においても、郊外の方が都市に比べて高い値を示している。春季は
約15 ppb、秋季は10 ppb 程度の差がある。夏季の差が最も小さく、5 ppb 程度である。
（図3.1.4.2）
Ox 濃度60 ppb 以上の出現時間率は、都市、郊外ともに春（ 5 月）にピークを持ち、夏〜秋に
かけては横ばいで、冬はほぼ 0 ％となる。都市と郊外の差は春のピーク時が最も大きく、都市は
（図3.1.4.3）
10％、郊外は25％程度である。そのほかの季節はほぼ同程度の出現率である。
PO 濃度年内変化は、Ox と同様に都市、郊外ともに春（ 4 月）
、秋（10月）の 2 山型ピークを
持つ。春季のピークの方が秋季に比べて高い値を示している。都市と郊外を比較すると、春季の
ピークは郊外が3 ppb 程度高い一方で、夏季（ 7 〜 8 月）の底の部分は都市が3ppb 程度高い。そ
れ以外の時期はほぼ同じ値を示している。
（図3.1.4.4）
NOx 濃度年内変化は、都市は冬（12月）にピークを持つ 1 山型である。夏（ 9 月）の濃度が
最も低く、およそ20 ppb。12月のピーク時には43 ppb まで上昇する。郊外は年間通じてほぼ横ば
いであり、濃度は 6 〜10 ppb 程度である。
（図3.1.4.5）
SPM 濃度年内変化は、都市、郊外ともに春（ 4 月）〜夏（ 7 月）にかけてなだらかなピーク
を示している。ピーク部分では都市は40 μg/m3、郊外は30 μg/m3と、約10 μg/m3差がある。この差
は年間通じてほぼ一定値である。
（図3.1.4.6）
（ 3 ）Ox 濃度等の年平均値経年変化
Ox 濃度の年平均値について、都市10局の平均値は19.2 ppb（1991年）〜27.9 ppb（2009年）と
なだらかであるが上昇している。平均値の傾きは0.28 ppb/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な正
の相関である。郊外10局の平均値は前半上昇傾向にあるが、2000年以降は33〜35 ppb の範囲でほ
ぼ横ばいである。平均値の傾きは0.02 ppb/ 年と横ばいであることを示しているが、統計的には有
意な相関は示されなかった。期間中を通じて郊外の方が都市より高濃度で、その差は 6 〜15 ppb
程度である。（図3.1.4.7）
PO 濃度の年平均値について、都市10局の平均値は35.6 ppb（1991年）→40.8 ppb（2009年）と
わずかであるが上昇している。平均値の傾きは0.18 ppb/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な正の
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相関である。郊外10局の平均値は36〜42 ppb の範囲でほぼ横ばいである。平均値の傾きは−0.02
ppb/ 年と横ばいであることを示しているが、統計的には有意な相関は示されなかった。都市と郊
外の差は±4 ppb の範囲内で推移しており、1991〜2002年までは郊外の方が高かったが、2003年
以降は都市の方が高くなっている。
（図3.1.4.8）
NOx 濃度の年平均値について、都市10局の平均値は35.9 ppb（1996年）をピークに22.3 ppb（2009
年）まで減少している。平均値の傾きは−0.47 ppb/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な負の相関
である。郊外10局の平均値は、2004年まで 8 〜9 ppb でほぼ横ばいの後、5.4 ppb（2009年）まで
減少している。平均値の傾きは−0.15 ppb/ 年（p＜0.001）で、なだらかであるが統計的に有意な
負の相関が見られる。都市と郊外の差は、27.5 ppb（1996年）をピークに減少傾向にあり、2009
年現在では16.9 ppb である。
（図3.1.4.9）
SPM 濃度の年平均値について、都市10局の平均値は41.1 μg/m3（1990年）→24.4 μg/m3（2009年）
と大きく減少している。平均値の傾きは−0.84 μg/m3/ 年（p＜0.001）で、統計的に有意な負の相
関である。郊外10局の平均値は27.2 μg/m3（1990年）→19.1 μg/m3（2009年）と、都市と比べてな
だらかではあるものの減少傾向にある。平均値の傾きは−0.29 μg/m3/ 年（p＜0.001）で、統計的
に有意な負の相関である。郊外と比べると都市の方が全期間を通じて高濃度であるが、1992年に
（図3.1.4.10）
は14.9 μg/m3であった差が、2009年現在では5.4 μg/m3と非常に小さくなっている。
（ 4 ）Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化：
Ox 濃度（ 0 〜19 ppb）の出現時間数について、都市では減少傾向にあり、10局の平均値では
4081.5時間（1990年）→3220時間（2009年）と大きく変化している。郊外は概ね横ばいであり、
10局の平均値では1992年以降1600〜2100時間の間で推移している。
（図3.1.4.11）
Ox 濃度（60 ppb 以上）の出現時間数について、都市10局の平均値はなだらかではあるが上昇
傾向にあり、326時間（1990年）→545.4時間（2009年）と変化している。郊外10局の平均は、
1990〜1997年にかけて増加の後、2000年頃まで減少。その後はほぼ横ばいである。時間数は
342.8時間（1990年）→1047.2時間（1997年）→653.8時間（2000年）→581時間（2009年）と推移
している。全期間を通じて郊外局の方が出現数は多いものの、2000年以降その差は縮まり2009年
にはほぼ同じ時間数となっている。
（図3.1.4.12）
Ox 濃度（120 ppb 以上）の出現時間数について、都市10局の平均は1990年に6.9時間を記録し
た以降は 1 時間前後であり、1998年と2006年にあるピークも 5 時間を越えることはなかった。郊
外10局の平均はさらに低く、1996〜1998年の 3 年間を除いて 1 時間未満であった。
（図3.1.4.13）
Ox 濃度年最大値について、都市10局の平均は、1990年（121.7 ppb）と2006年（121.9 ppb）を
除く全期間で105±10 ppb の間を推移し、ほぼ横ばいである。郊外10局の平均も同様に全期間中
105±10 ppb の間を推移し、ほぼ横ばいである。都市と郊外の差は最大で22.0 ppb（1990年）
、最
小で0.1 ppb（1993年）であるが一定の傾向は見られず、都市が郊外より高濃度であった年は 9 年、
反対に郊外が都市より高濃度であった年は11年とほぼ半々である。
（図3.1.4.14）
（ 5 ）まとめ
Ox 経月変化では、郊外の濃度が全体的に高く、60 ppb 以上の発生率は春季が特に多かった。
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郊外の濃度が高いのは、NO が低いため Ox が消費されないことを示していると考えられた。こ
のことは、PO の濃度変化では郊外も都市も殆ど差がなくなることからも裏付けられた。NOx 経
月変化では、都市で冬季にピークがあり郊外との濃度差が最も大きく現れた。SPM 経月変化は
10 μg/m3ほど都市が高くその差は年間通じてほぼ一定であった。
Ox の年平均値では、都市では上昇し郊外では濃度は高いがほぼ横ばいであった。PO でも同様
な傾向であったが、中国・四国地方の都市は地方の小都市が多く、都市と郊外で大都市域ほどの
明確な差は見られないものと思われる。NOx の経年変化では、近年の都市における濃度の減少
が見られた。SPM も特に都市で減少傾向が続いており、郊外との濃度差が小さくなってきてい
る。
Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化や最高値経年変化では、60 ppb 以上で都市での増加傾向
が見られ、120 ppb 以上の高濃度では都市の2006年付近にピークが見られた。2006年前後は光化
学オキシダント注意報が頻繁に発令されており、関係があるものと思われる。逆に郊外では目
立った変化は見られなかった。
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表3.1.4.1

中国・四国地域「都市」選定10局

表3.1.4.2

中国・四国地域「郊外」選定10局
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図3.1.4.1
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中国・四国地域における都市部と郊外部の一般測定局

3．基本解析

図3.1.4.2

図3.1.4.3

Ox 濃度月平均値年内変化

Ox 濃度60 ppb 以上時間率年内変化
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図3.1.4.４

PO 濃度月平均値年内変化

図3.1.4.５

NOx 濃度月平均値年内変化
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図3.1.4.6

図3.1.4.7

SPM 濃度月平均値年内変化

Ox 濃度年平均値経年変化
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図3.1.4.8

図3.1.4.9
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PO 濃度平均値経年変化

NOx 濃度年平均値経年変化
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図3.1.4.10

図3.1.4.11

SPM 濃度年平均値経年変化

Ox 濃度19 ppb 以下測定時間数経年変化
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46

図3.1.4.12

Ox 濃度60 ppb 以上測定時間数経年変化

図3.1.4.13

Ox 濃度120 ppb 以上測定時間数経年変化
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図3.1.4.14

Ox 濃度年最高値経年変化
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3.1.5. 九州地域
熊本市

福田 照美

（ 1 ）都市部 / 郊外部の分類
九州地域内対象局は53局あり、都市部10局は1990-2009年度の NOx 平均濃度の高い順に①福岡
市役所局〔福岡市；38.2 ppb（NOx 平均濃度）
〕
、②東局〔福岡市；34.5 ppb〕
、③北九州観測局〔北
九州市；32.5 ppb〕
、④門司観測局〔北九州市；31.3 ppb〕
、⑤錦ヶ丘局〔熊本市；31.0 ppb〕
、⑥南
局〔福岡市；29.7 ppb〕
、⑦企救丘観測局〔北九州市；27.6 ppb〕
、⑧古町局〔熊本市；26.3 ppb〕、
⑨祖原局〔福岡市；25.1 ppb〕
、⑩国設大牟田局〔福岡県；24.7 ppb〕であり、福岡県・福岡市・
北九州市・熊本市の 4 自治体の幹線道路沿いにみられた（表3.1.5.1、図3.1.5.1）
。
郊外部10局は NOx 平均濃度の低い順に①与那城局〔沖縄県；1.7ppb〕
、②雪浦局〔長崎県；
、⑤松浦志佐局〔長
3.1ppb〕、③苓北志岐局〔熊本県；4.5ppb〕
、④古市団地局〔鹿児島県；4.5ppb〕
崎県；6.8ppb〕
、⑥水俣保健所局〔熊本県；7.4ppb〕
、⑦高鍋健康づくり局〔宮崎県；8.3ppb〕
、⑧
日南保健所局〔宮崎県；8.9ppb〕
、⑨延岡保健所局〔宮崎県；9.7ppb〕
、⑩鹿屋局〔鹿児島県；
10.0ppb〕であり、長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の九州の西海岸沿いと南部の東
海岸沿いにみられた。
（表3.1.5.2、図3.1.5.1）
。
（ 2 ）Ox 濃度等の汚染項目の年内変動
Ox 濃度月平均値年内変動パターンは都市部 / 郊外部共に春に極大を持ついわゆる「春＋秋」
型の 2 峰性を示し、郊外部の Ox 濃度は 7 月、8 月を除いて都市部よりおよそ10 ppb 高い濃度で
推移していた。都市部は 5 月に最大ピーク（35 ppb）
、郊外部は 4 月に最大ピーク（41 ppb）を示
していた（図3.1.5.2）
。
O3は NO との反応により減少することから、近年の Ox 濃度の上昇が、NO の排出量の減少に
伴う見かけ上の O3増加によるものか、あるいは実質的な増加によるものかを明らかにするため、
NO による減少を補正し、潜在的な Ox 濃度が推定できると考えられているポテンシャルオゾン
）を検討した。PO 月平均値年内変動パター
（PO）
（PO：［PO］＝［O3］＋［NO2］−0.1×［NOx］
ンも Ox と同様に「春＋秋」型の 2 峰性を示しており、九州地域の都市部の PO は Ox と比較し
てほぼ20 ppb 高い値で推移し、郊外部では PO は Ox より 3 〜5 ppb 高い濃度で推移していた（図
3.1.5.6、図3.1.5.7）
。また、都市部のほうが郊外部より 3 〜10 ppb 高い濃度で推移しており、
（図3.1.5.3）。
NO との反応による O3減少が窺え、都市部でよりその効果が大きいことが分かる。
PO が Ox より高くその差が大きいことは、NO による反応効果が大きいことを意味する。その
ため、NOx の排出が多い都市部では PO と Ox の差が大きく、郊外部では差が小さくなり、Ox
「潜在的な Ox 濃度
濃度が郊外部＞都市部の場合、PO になると郊外部＜都市部と逆転しており、
は郊外部＜都市部」と推定される。なお、都市部 / 郊外部の年内変動の解析では、近年の Ox 濃
度の上昇についてまでは言及できず、
（ 3 ）Ox 濃度等の汚染項目の経年変動で後述する。
NOx 濃度月平均値年内変動パターンは、都市部は12月に最大（44 ppb）
、8 月に最小（20 ppb）
となる 1 山型を示し、郊外部も12月に最大となるが、最大と最小の差は小さく、5 〜9 ppb で推
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移していた（図3.1.5.4）
。
SPM 濃 度 月 平 均 値 年 内 変 動 パ タ ー ン は、 都 市 部 は 4 月 に 最 大（36 μg/m3） で、 そ の 後 は
30 μg/m3前後で横ばいに推移した。また、都市部は郊外部より高く、7-9月を除くと 6 〜10 μg/m3
高 い 濃 度 で 推 移 し て い た。 郊 外 部 は 4 月 と 7 月 に 小 さ い ピ ー ク（28 μg/m3） を も ち、20〜
。
30 μg/m3の範囲で推移した（図3.1.5.5）
Ox60 ppb 以上出現時間率の年内変化は、郊外部 / 都市部ともに春が高く郊外部で 4 月に最も高
い20％を示し、都市部は 5 月に13％であった。また、両者共に 9 月にわずかなピークを示してい
た。Ox 濃度月平均値年内変動の推移と異なる挙動を示していることから、春は濃度の変動が大
きく、高濃度となる頻度が高いのに対し、秋は濃度の変動が少なく、高濃度の出現が少ないこと
が窺える。郊外部では NOx による Ox の消費が少ないため、60 ppb 以上の出現率が都市部より
多くみられた（図3.1.5.8）
。
（ 3 ）Ox 濃度等の汚染項目の経年変動
Ox 濃度の年平均値経年変化は、都市部 / 郊外部共に増加しており、1990〜2009年度にかけて都
市部は23→30 ppb に増加し、郊外部は24→34 ppb に増加した。郊外部は常に都市部より 1 〜10 ppb
高い濃度で推移しており、2007年度以降はその差は小さくなっていた（図3.1.5.9）
。都市部で増
、
加率が最も大きいのは福岡市役所局（＋0.56 ppb/ 年）であり、次いで錦ヶ丘局（＋0.55 ppb/年）
祖原局（＋0.46 ppb/ 年）
、東局（＋0.39 ppb/ 年）
、南局（＋0.36 ppb/ 年）で 5 局は良好な正の相
関がみられた（p＜0.001）
。都市部の中で国設大牟田局と古町局は相関がみられなかった。
PO 濃度の年平均値経年変化も都市部 / 郊外部共に増加しており、1990〜2009年度にかけて都
市部は39→43 ppb に、郊外部は28→37 ppb に増加し、郊外部の増加率が大きかった。都市部の濃
度は郊外部より高い濃度で推移しており、両者の差は1990年度に11 ppb みられたのが、次第に減
少して2004年度に最小（2 ppb）となり、2005年度以降は 5 〜8 ppb であった（図3.1.5.10）
。都
市部で相関がみられたのは錦ヶ丘局（＋0.48 ppb/ 年）
、門司観測局（＋0.26 ppb/ 年）
、祖原局
。郊外部で相関がみられたのは延岡保健所（＋0.83 ppb/ 年）、
（＋0.24 ppb/ 年）であった（p＜0.01）
高鍋健康づくり局（＋0.63 ppb/ 年）
、鹿屋局（＋0.27 ppb/ 年）であった（p＜0.01）
。
NOx 濃度は自動車排ガス規制や工場のばい煙対策等の改善により都市部 / 郊外部共に減少して
おり、1990〜2009年度にかけて都市部は32→19 ppb に、郊外部は 8→4 ppb に減少し、1991〜
1997年度にかけておよそ30 ppb であった両者の差が近年ではその半分の15 ppb に縮まった。この
ように近年の都市部における NOx 濃度の顕著な減少により NOx 濃度の都市部と郊外部の差が縮
小し、NOx による Ox の消費が減少するため、Ox 濃度は今後近い値を示すと推察される（図
3.1.5.11）。
SPM 濃度の年平均値経年変化は都市部 / 郊外部共に減少しており1990〜2009年度にかけて都市
部は35→27 μg/m3に減少し、郊外部は27→23 μg/m3に減少し、NOx と同様に両者の差は小さくなっ
ていた（図3.1.5.12）
。
（ 4 ）Ox 濃度ランク別出現時間数経年変化：
Ox 濃度（ 0 〜19 ppb）の出現平均時間数経年変化は都市部 / 郊外部共に減少しており、都市部
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ではおよそ4800→2800時間、郊外部では4900→2300時間と、郊外部の減少率が大きく、近年では
都市部と郊外部の差は小さくなっていた（図3.1.5.13）
。
Ox 濃度（60 ppb 以上）の出現平均時間数は、郊外部では160→870時間とおよそ 5 倍、都市部
では230→685時間におよそ 3 倍増加していた（図3.1.5.14）
。
Ox 濃度（120 ppb 以上）の都市部 / 郊外部の延べ時間数は、共に2007、2009年度に多くみられ、
時間数は都市部のほうが多くみられた（図3.1.5.15）
。
Ox 年最大値の都市部 / 郊外部それぞれ10局の平均値は、ほぼ同様に上昇傾向を示し、郊外部
では1990年度（80 ppb）→2009年度（110 ppb）に、都市部では1990年度（102 ppb）→2009年度（122
ppb）に増加し、両者の差は小さくなった（図3.1.5.16）
。
（ 5 ）まとめ
九州地域における都市部は九州北部（福岡県・福岡市・北九州市）と九州中部（熊本市）の幹
線道路沿いにみられ、郊外部は長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県で九州の西海岸沿い
と南部の東海岸沿いにみられた。Ox 濃度月平均値年内変動パターンは都市部 / 郊外部共に春に
極大を持つ「春＋秋」型の 2 峰性を示し、郊外部の Ox 濃度は 7 月、8 月を除いて都市部よりお
よそ10 ppb 高い濃度で推移していた。PO の月平均値年内変動パターンも Ox と同様に「春＋秋」
型の 2 峰性を示しており、都市部の PO は Ox と比較してほぼ20 ppb 高く、郊外部では 3 〜5 ppb
高い濃度で推移していた。また、都市部のほうが郊外部より 3 〜10 ppb 高い濃度で推移しており、
NO により O3が消費されていることが窺えた。
都市部 / 郊外部 Ox 濃度の経年変化を比較すると、共に増加しており、郊外部のほうが都市部
より高く、その要因として、低濃度域の Ox 出現時間数が減少し、60 ppb 以上の Ox 出現時間数
が顕著に増加していた。都市部でも同様の傾向がみられた。また、NOx 濃度の年平均値は都市
部 / 郊外部共に減少しており、NOx の減少により、Ox の消費される割合が減少し、都市部と郊
外部の差が小さくなったと考えられる。
次に、SPM 濃度は都市部 / 郊外部共に減少しており都市部と郊外部の差は小さくなっていた。
このように近年、Ox 濃度においては郊外部のほうが都市部より高くなり、従来、都市部で高
濃度であった NOx、SPM においては都市部 / 郊外部の差が小さくなって類似の挙動を示すよう
になったことが明らかになった。これらの要因として、国内では自動車排ガス規制や工場のばい
煙対策等により都市部での環境が改善される一方、大陸からの越境汚染によって都市部や郊外部
にかかわらず九州地域全体において Ox のバックグラウンド濃度の上昇が考えられる。
今後は、PM2.5の成分分析（イオン成分・無機元素成分・炭素成分等）や発生源解析を九州地
域共同で行い、大陸からの越境汚染等の寄与率について明らかにしたい。
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表3.1.5.1

九州地域における都市部（NOx の濃度上位10局を NOx 濃度の高い順に並べたもの）

表3.1.5.2

九州地域における郊外部（NOx の濃度下位10局を NOx 濃度の高い順に並べたもの）
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図3.1.5.1
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九州地域における都市部と郊外部の一般測定局
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図3.1.5.2

Ox 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.3

PO 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.4

NOx 濃度月平均値年内変動
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図3.1.5.5
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SPM 濃度月平均値年内変動

図3.1.5.6

都市部の Ox 濃度と PO 濃度の月平均値経月変動

図3.1.5.7

郊外部の Ox 濃度と PO 濃度の月平均値経月変動
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図3.1.5.8

Ox 濃度60ppb 以上出現時間率

図3.1.5.9

Ox 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.10

PO 濃度の都市部と郊外部の経年変化
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図3.1.5.11

NOx 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.12

SPM 濃度の都市部と郊外部の経年変化

図3.1.5.13
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Ox 濃度（0-19ppb）の出現平均時間数経年変化
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図3.1.5.14

Ox 濃度（60ppb 以上）の出現平均時間数経年変化

図3.1.5.15

Ox 濃度（120ppb 以上）延べ時間数の経年変化

図3.1.5.16

Ox 濃度年最大値の都市部と郊外部の経年変化
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3.1.6. 全国解析
大阪市
山口県

板野 泰之、山形県
長田 健太郎、熊本市

森田 浩行、大阪府
福田 照美、国環研

山本 勝彦、

菅田 誠治

（ 1 ）はじめに
光化学オキシダント（Ox）は1970年代にその汚染が最も顕著となった。その後80年代には沈
静化したかに見えたが、90年代以降には平均濃度が全国的に増加傾向にあることが示された。ま
た、光化学 Ox 注意報の発令地域が拡大し、春季に、九州などの西日本で越境輸送による高濃度
汚染が発生している。更に、都市域においても高濃度発生頻度が増加していることが報告される
ようになった。これらの増加要因として、地域的な排出構造の変化、中国等における大気汚染排
出量の増加、気象の変化等が考えられるが、その詳細は依然として未解明である。従って、早急
に汚染増加原因を解明し、有効な対策を講じる必要がある。
光化学 Ox 汚染は、高い地域依存性を持つと同時に広域汚染の影響も受けるため、全国と地域
の両方の視点から研究を進める必要がある。そこで、共同研究参加機関をいくつかの地域ブロッ
クに分け、更に、各地域ブロック内で都市部と郊外部に相当する測定地点を抽出し、Ox 濃度の
長期変動などの都市−郊外比較を行うことで、Ox 濃度の変動の要因を見出すことを目的とした
解析を行った。
（ 2 ）解析の概要
共同研究参加機関は、各自治体における Ox およびその関連物質の常時監視データ（時間値デー
タ）より、各参加機関により選定された 5 地点について経年変化等を解析してきた。また、Ox
の濃度レベルや変動パターンの地域間比較を行う際には、一酸化窒素（NO）がオゾンと容易に
反応して消失させることから、その濃度レベルや変動パターンが異なる場合、地域間で Ox 濃度
を比較することが困難となる。そこで、本共同研究ではポテンシャルオゾン（PO、
［PO］＝［Ox］
）の変動を合わせて解析した。これらの解析結果を北海道・東北・北陸、
＋［NO2］−0.1×［NOx］
関東・甲信静、東海・近畿、中国・四国、九州という 5 つの地域グループ毎に集約した。地域グ
ループおよび測定地点の配置を図3.1.6.1に示す。集約の方法としては、各地域グループ内の解
析対象局を NOx の平均濃度でソートし、高濃度側および低濃度側双方より10局程度をそれぞれ
都市部と郊外部と分類した。解析期間は1990年度〜2009年度（20年）とした。ここでは、これら
の解析結果の内、Ox および PO 濃度の辺平均値の経年変化および月平均値の年内変化に着目し、
全国的な比較を行った。
（ 3 ）結果と考察
図3.1.6.2に Ox および PO 濃度の都市および郊外別長期変動の全国平均（全地域の都市または
郊外に分類された測定地点の年平均濃度を全国平均したもの）を示す。全国平均でみると、Ox
は都市において濃度が郊外よりも低く、一方 PO 濃度については都市において郊外よりも高かっ
た。この傾向は、全地域において共通の特徴であった。一方増加率については、Ox については

58

3．基本解析

都市において顕著であり、PO については両者の差異が認められなった。このことは、実質的な
Ox 濃度の増加に加え、NOx の排出削減に伴う NO-O3反応の減少が Ox 濃度の増加傾向の要因と
して大きく関与している可能性を示唆していると考えられた。増加率については各地域によって
異なる傾向が認められたため、次に詳しく比較した。
表3.1.6.1には、各地域別かつ都市−郊外別の Ox および PO 濃度の変化率をまとめて示した。
Ox 濃度の増加率は都市・郊外によらず全ての地域において増加率が正となり、また都市部にお
いては全ての地域でその増加率が危険率10％で有意となった。関東・甲信静、東海・近畿、およ
び九州では郊外においても増加率が正となり、危険率 5 ％で有意となった。PO 濃度の増加率は、
都市部では北海道・東北・北陸、中国・四国、九州において、郊外では関東・甲信静、東海・近
畿、九州においてそれぞれ有意な増加が認められた。北海道・東北・北陸および中国・四国にお
いては、都市においてのみ PO 濃度の有意な長期的増加傾向がみとめられた。従って、都市部に
おけるオキシダントの光化学生成が増加している可能性が示唆された。一方、関東・甲信静およ
び東海・近畿では郊外においてのみ有意な増加傾向が認められた。このような結果の解釈として
は、越境汚染影響の増加等により全体として PO 濃度が増加している中で、都市においては種々
の対策の結果として光化学生成が減少して増加傾向が相殺された、という説明が考えられる。ま
た、九州においては都市、郊外共に PO 濃度に増加傾向が認められており、その増加率は郊外部
において高かった。この結果についても前述と類似の説明が可能である。郊外における PO 濃度
の増加率は九州において最も高く、越境汚染影響の増加が示唆された。
図3.1.6.3には、Ox および PO 濃度の月平均値の年内変化を全国平均したものを示した。Ox、
PO 何れにおいても 4 〜 5 月に最高となり、9 〜10月に極大を持つ二山型の変動パターンであっ
た。北海道・東北・北陸および関東の郊外では 9 〜10月の極大が不明瞭であった。Ox 濃度では
都市において全体的に郊外よりも濃度が低く、その傾向は夏季以外の季節において顕著であっ
た。PO 濃度では都市において郊外よりも濃度レベルが高く、夏季〜秋季においてその傾向が顕
著であった。図3.1.6.3には PO 濃度の都市 - 郊外差の年内変動も合わせて示しているが、その
値は 8 〜 9 月を中心とした期間に増加する傾向が認められ、都市における光化学生成の寄与が示
唆された。このような月平均値の年内変動は、各地域における移流の影響の大きさや地域内での
光化学生成の季節変化によると考えられるため、それらの地域差を比較するために 2 月、5 月、
8 月、および11月について PO 濃度の経度分布を作成し図3.1.6.4に示した。一般に、5 月には越
境汚染の影響が強くなると言われているが、今回の解析結果では PO 濃度に東西方向の濃度差が
見られると言った結果は得られなかった。各地域における光化学生成が活発となると考えられる
8 月については、その生成が抑制されると考えられる 2 月と比較すると同一経度域における PO
濃度の差が大きくなる傾向が認められた。
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表3.1.6.1

図3.1.6.1
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Ox および PO 濃度増加率のまとめ（単位：ppb/yr）

地域区分および都市（赤）および郊外（青）に分類された測定地点の配置
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図3.1.6.2 Ox 濃度（左）および PO 濃度（右）の長期変動の都市 / 郊外別全国平均
エラーバーは該当する年度における各カテゴリ内での最大および最小濃度を示す。

図3.1.6.3

Ox 濃度（左）および PO 濃度（中央）の月平均値年内変動の都市 / 郊外比較および PO 濃度
の都市 - 郊外濃度差の年内変動
エラーバーは該当する年度における各カテゴリ内での最大および最小濃度を示す。
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図3.1.6.4 PO 濃度月平均値の経度分布図
都市（赤）と郊外（青）に分けて図示している。
各点はそれぞれの月における1990～2009年の平均値を示す。
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3.2. PM2.5に関する解析
大阪市

板野 泰之、国環研
山口県

大原 利眞、名古屋市

長田 健太郎、新潟県

山神 真紀子、大野 隆史、


武 直子、国環研

菅田 誠治

（大気環境学会誌 , 48, 154-160（2013）掲載）

3.2.1. はじめに
大気中の微小粒子状物質（PM2.5）に係る環境基準が2009年に告示された。PM2.5の大気環境基
準は 1 年平均値に係る基準値（15 μg/m3）と 1 日平均値に係る基準値（35 μg/m3）から評価され、
測定法は「濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な
値が得られると認められる自動測定機による方法」と規定された（環境省、2009）
。濾過捕集に
よる質量濃度測定法（標準法）では、PM2.5質量濃度測定に影響する様々な因子を除くための条
件が厳密に定められている（環境省水・大気環境局、2010）
。一方、自動測定機は 1 時間毎の連
続測定が可能であることからこれまでも広く利用されてきたが、使用する機器の測定原理や特性
によって、必ずしも標準法と等価な値が得られないことが課題であった（根津と坂本、2002）。
2010年に環境省が第 1 回目の等価性評価試験の結果を公表したことから、各自治体でも一定の基
準で標準法との等価性が確認された機種（等価機）による PM2.5質量濃度の連続測定を本格実施
できるようになった。すなわち、2011年度は等価機による PM2.5モニタリングが多くの自治体で
始まった年度であり、その測定結果を解析することは PM2.5汚染の全国的な現状把握や今後の汚
染対策を考える上で有効であると考えられる。
PM2.5濃度の日内変動、週内変動、年内変動の解析は、汚染特性および汚染源の推定に関する
重要な手掛りを与えてきた。例えば Yamagami et al.（2008）は名古屋市の沿道における PM2.5質
量濃度の日内変動を調べ、大型車交通量の日内変動との類似性を見出している。Kaneyasu et
al.（2011）は、九州北部の離島と大都市での PM2.5の年内変動パターンを比較し、その変動パター
ンが極めてよく一致することを示し、長距離輸送により生じた広域汚染がこの地域における
PM2.5質量濃度に強く影響していることを指摘した。そこで、国立環境研究所と複数の地方環境
研究所の共同研究「PM2.5と光化学オキシダントの汚染実態と発生源寄与評価に関する研究（平
成22〜24年度．以下、共同研究）
」では、各自治体における等価機による PM2.5質量濃度の変動パ
ターン解析を統一的な手法で実施し、汚染の状況を相互に比較した。本報は、上記共同研究によ
る解析結果を全国的に取りまとめ、等価機によって測定された現在の PM2.5汚染状況を把握し、
今後の汚染対策に資することを目的とした。

3.2.2. 方法
本研究では、上記共同研究において整理した PM2.5時間値の統計データを用いた。このデータ
は、共同研究参画機関が2011年度の PM2.5連続測定データ（時間値データ）を統一的な方法で解
析したものである。時間値データの一部には環境省の PM2.5モニタリング試行事業の測定結果が
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含まれており、環境省の許可を得て解析に供した。参画機関は各自治体の関心に基づき最大 5 局
程度の測定局を選択し、PM2.5濃度の①年平均値、日平均値、パーセンタイル値、②時刻別年平
均値（日内変動）
、③曜日別年平均値（週内変動）
、④月別年平均値（年内変動）を求め、その特
徴を考察した。なお、本研究における年平均値等の算出法は環境省の規定（環境省水・大気環境
局、2010）と異なることに注意されたい。すなわち、年平均値については有効な時間値を単純平
均し、四捨五入により小数第一位まで算出した。また日平均値と月平均値はそれぞれ有効測定時
間が20および200時間未満の場合は欠測とし、同様に時間値を単純平均して小数第一位まで算出
した。さらに、解析対象は有効測定時間が7500時間以上であった測定局とした。
解析対象局の分布を図3.2.1に示す。測定局は全国的に分布する71局（36自治体）であり、こ
、残りの18局は沿道の測定局（自排局）であった。使用
の内53局は一般環境の測定局（一般局）
された連続測定機は APDA-375（堀場製作所）、FPM-377（東亜 DKK）、PM-712（紀本電子工業）、
SHARP5030、FH62C14（Thermo Scientiﬁc）の何れかであった。本研究の解析対象局の内、NOx（NO
＋NO2）の測定が実施されていなかった 3 局を除く68局における NOx 濃度についても、PM2.5と
同じ解析・集計を行い、PM2.5濃度と比較した。NOx 濃度については、環境省大気汚染物質広域
監視システム（http://soramame.taiki.go.jp/）に掲載された時間値データ（速報値）を利用した。
なお、NOx の時間値データについては有効測定時間が7500時間未満（最小で6633時間）の測定
局についてもそのまま解析に供した。
3.2.3. 年平均値、日平均値およびパーセンタイル値の全国状況
2011年度の PM2.5年平均濃度は一般局で9.7〜21.8 μg/m3、自排局で12.5〜22.7 μg/m3であり、一
般局と自排局でそれぞれ28および11局において15 μg/m3（ 1 年平均値に係る環境基準値）を超過
した。日平均値については一般局で−35.1〜100.8 μg/m3、自排局で−2.6〜105.5 μg/m3であり、負
の日平均値を計18局で延べ130日にわたり記録した。35 μg/m3（ 1 日平均値に係る環境基準値）
を超過する日平均値の観測日数は一般局と自排局でそれぞれ 1 〜45日および 2 〜46日にわたり、
それぞれ38局および13局において超過日数が 8 日以上となった。
図3.2.2は全解析対象局における日平均値を濃度レベルに分けて時系列表示したもので、気象
庁による黄砂観測日（気象庁、2011; 2012）と合わせて表示している。図3.2.2より、黄砂観測日
に前後して日平均 PM2.5濃度が35 μg/m3を超過した測定局が増加する傾向が認められる。例えば
5 月 1 日〜 5 日の黄砂観測期間中に日平均値が35 μg/m3を超過した測定局は64局を数えたことか
らも、黄砂観測日に対応して PM2.5日平均濃度が大きくなる地域が増加していることが分かる。
しかしながら図3.2.3に示すように、九州大学と国立環境研究所の化学天気予報システム
（CFORS, Uno et al., 2003）では、同じ期間中には土壌性粒子（黄砂）に加えて日本全域が中国沿
岸部を中心とする高濃度の硫酸塩エアロゾルを含む気塊の影響下にあることが予測されていた。
また、気象庁が黄砂の観測を報告していない中で全国的に35 μg/m3を超過した局がみられた10月
7〜14日にかけては、土壌性粒子の飛来は予測されていないものの硫酸塩エアロゾルの影響が予
測されていた（図3.2.3）
。これらの結果は、全国的な高濃度汚染の要因として黄砂以外の長距離
輸送に伴う広域汚染現象も重要である可能性を示唆している。図3.2.2では、中国四国および九
州（ 6 月14〜15日）や関東甲信静（ 8 月11〜14日）など地域的な高濃度汚染の発生も確認できる

64

3．基本解析

ことから、全国的な汚染に加えて地域的な汚染要因を解明することが PM2.5汚染対策において重
要と考えられた。
全解析対象局における時間値の 2 ％値、50％値、および98％値の状況を図3.2.4に示した。各
パーセンタイル値のヒストグラム（図3.2.4）をみると、2 ％値では16局が負の値となっており、
負の時間値が頻繁に出現していることがわかった。環境省の常時監視マニュアル（環境省水・大
気環境局、2010）では「 1 時間値がマイナスの値になることがあるが、1 日平均値を算出する際
を含め、マイナスの値をそのままの値として扱うこと」とされている。同マニュアルでは、ベー
タ線吸収法では原理的に核種崩壊の確率誤差を伴うことが、負の値の要因として示されている。
しかしながら、今回の集計では、全解析対象局の20％以上の測定局で 2 ％値が負の値となってお
り、さらに日平均値でも負の値が延べ130日間に渡り観測されたことから、測定精度の検証や異
常 値 の 検 出 法 に 関 す る 検 討 も 必 要 と 考 え ら れ た。50％ 値 は 15 μg/m3 付 近 を 中 心 と し た 8 〜
22 μg/m3の比較的狭い濃度範囲に分布していた。98％値については34〜64 μg/m3という比較的広
い濃度範囲に分布しており、特に98％値にて顕著にみられるように、本データセットの最西端で
。沖
ある沖縄県を除き、PM2.5濃度には西方ほど高濃度となる経度分布が認められた（図3.2.4）
縄県が最も南に位置し、西日本の他の地域と比較して大陸からの長距離輸送の影響を受けにくい
ことを考えると、PM2.5の高濃度汚染事例に対して図3.2.3で示したような長距離輸送による広域
的な汚染現象が影響している可能性が示唆された。

3.2.4. PM2.5質量濃度の時間変動パターン
図3.2.5には全解析対象局における PM2.5の時刻別、曜日別、および月別平均値の集計結果を、
NOx 濃度に対する集計と合わせて示した。一般局と自排局の違いが明瞭でなかったため、両者
を区別せず集計した結果を示した。図3.2.5では、例えば時刻別平均値については全測定局につ
いて最大値と最小値が見られた時刻を調査し、各時刻に最大値および最小値となった測定局数を
集計して表示している。
（ 1 ）日内変動パターン
PM2.5の日内変動パターンは多様であり、最高濃度や最低濃度の出現時刻が測定局によって大
きく異なった。実際に、図3.2.5では PM2.5濃度の最高値は幅広い時刻範囲に出現していた。また
最低値は 5 時を中心とする深夜から早朝にみられた測定局が多いが、その他の時刻にも点在して
いることがわかる。これとは対照的に、NOx 濃度の最高値は午前中（ 7 〜 9 時）および夕刻（18
〜20時）、最低値は深夜から早朝にかけて（23〜 5 時）および昼間（13〜16時）に集中して出現
していた。この結果より、PM2.5 は測定局によって多様な日内変動パターンを示していること、
NOx の最高値や最低値の出現時刻には一定の傾向が認められ画一的な日内変動パターンを示す
と考えられること、午前または夕刻に高濃度となること、PM2.5の日内変動パターンは NOx のそ
れとは大きく異なることが明らかとなった。
国内における2001〜2006年度の調査結果をもとにした環境省の報告（環境省、2007）では、
、自排局の何れも午前（ 7 〜 8 時付近）と夕刻（18〜
PM2.5濃度には一般局（都市部、非都市部）
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19時付近）に高濃度となる日内変動パターンが示されている。そこで、今回のデータセットより
自排局（18局）と、一般局で NOx の年平均濃度が10 ppbv 以下の測定局（ 8 局）を非都市部、20
ppbv 以上の測定局（19局）を都市部として抽出し、それぞれの平均日内変動パターンを調べた。
図3.2.6に示す通り NOx では何れも二山型の変動パターンが認められ、さらに自排局において最
も明瞭な変動パターンとなっていた。これに対し、PM2.5では非都市部においてのみ二山型の変
動パターンとなり、自排局および都市部では日中に高濃度となる一山型の変動パターンとなっ
た。PM2.5質量濃度の二山型の日内変動パターンは国外においても多く報告されており、特に午
前中のピークについては交通集中の時間帯とも一致することから自動車の影響が指摘されている
。一方、道
（Zhao et al., 2009; Gomišček et al., 2004; DeGaetano and Doherty, 2004; Russel et al., 2004）
路から十分離れた地点においても PM2.5濃度に二山型の濃度が認められることから、自動車から
の一次粒子以外の重要な影響因子の可能性も指摘されてきた（DeGaetano and Doherty, 2004;
Russell et al., 2004）
。Chow et al.（1999）は炭素成分と無機イオン成分が異なる日内変動を示すこ
とを報告しており、一次粒子と二次粒子の挙動が異なることを指摘している。前述のように
PM2.5質量濃度の日内変動パターンは測定局毎に多様であることに注意しておく必要がある。さ
らに、等価機では温度21±1.5℃、相対湿度35±5％での恒量値と等価な測定値を得るための制御
が行われているという従来法との違いがあるが、環境省の報告（環境省、2007）とは異なる変動
パターンとなった。今回のデータセットでは、最も自動車の影響を受けやすく NOx では最も明
瞭な二山型の日内変動パターンが認められた自排局においてでも PM2.5の日内変動パターンは二
山型とはならなかったことから、二次粒子など自動車からの一次粒子以外の要因が相対的に強く
影響していることが示唆された。
（ 2 ）週内変動パターン
PM2.5の曜日別平均濃度は、水曜日を中心とした週半ばに最高値、土または日曜日に最低値を
示した測定局が多く見られた。この結果は、多くの測定局において平日に高濃度−週末に低濃度
となる、自動車や他の人為汚染の影響を予期させる PM2.5濃度の週内変動パターンが認められる
ことを示唆している。実際に、代表的な人為汚染物質である NOx 濃度にも類似の傾向が認めら
れた。名古屋市における2005〜2006年の測定結果では、日曜日には PM2.5濃度が平日よりも20％
。類似の結果と考
低下しており、大型車交通量の影響が示唆されている（Yamagami et al., 2008）
察はカリフォルニアにおける測定結果からも導かれており、二次生成なども含めた人為汚染の影
。Hueglin et al.（2005）は化
響が PM2.5の週内変動の要因と考えられている（Motallebi et al., 2003）
学成分の週内変動も合わせて調べることで、PM2.5質量濃度の週内変動に対する自動車の影響を
指摘した。図3.2.5においては、NOx 濃度の最低値は全て日曜日に観測されていたのに対し、
PM2.5濃度は土曜日に最低値を示した測定局も多く認められた。さらには、平日に最低値を示し
た測定局も、わずかではあるが認められたことなど、注目すべき NOx との相違点も見出された
ことから、PM2.5の週内変動に対しては二次粒子の生成を含む人為汚染の影響の関与を指摘でき
ると考えられた。
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（ 3 ）年内変動パターン
月別平均濃度の最高値は、春季（ 4 〜 6 月）または秋季（10、11月）に観測された測定局が多
かった。秋季には NOx でも最高濃度を示した測定局が多く見られることから、測定局近傍での
燃焼を伴う人為汚染の影響を受けている可能性を指摘できるが、春季に NOx 濃度が最高値となっ
た測定局はほとんどなかった。環境省（2007）の調査結果では、4 〜 7 月にかけてと11月に高濃
度となる全国的な傾向に加え、関東では11月、近畿や九州では春季から夏季に濃度が高くなるな
ど地域的な違いがあることが報告されている。そこで、月平均値の欠測がなかった68局に対して
クラスター解析（例えば、青木、2012）を適用し、年内変動パターンの分類を試みた。統計解析
ソフトウェア R（ver. 2.11.1）を用い、ピアソンの相関係数を類似性の尺度として最長距離法に
より解析したところ、6 つのグループに分類された。各グループの変動パターンとその分布を図
3.2.7に示す。日本中部の 4 局と沖縄県の 1 局のみが分類されたグループ 5 と 6 以外はいずれも
春季と秋季に濃度が増加する変動パターンであり、日本全域に分布していた。中でも秋季の濃度
増加が小さく春季の濃度増加が顕著なグループ 1 は、関西以西の西日本に多く分布していた。ま
た秋季に顕著な濃度上昇が認められるグループ 4 は、関東地域に偏在していた。このように、統
計的な手法によって季節変動パターンの地域性を確認することができた。
Yamagami et al.（2011）は、名古屋市においては春から初夏にかけてと秋に高濃度となる傾向
を見出しているが、年内変動パターンの年度による違いが大きいことに言及している。Kaneyasu
et al.（2011）も、同一月であっても年度が変われば濃度レベルが大きく異なることを指摘してい
る。本研究は単年度の結果を用いた解析であることから注意が必要であるが、春季と秋季に高濃
度となるパターンやその地域的な分布については、本研究からも導くことができた。また、本研
究のデータセットではほとんどの測定局で 9 月または12月に最低濃度となっており、2011年度の
共通の特徴であった。
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図3.2.1

図3.2.2

解析に供した測定地点の分布

全解析対象地点における PM2.5日平均値の変動
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図3.2.3

 M2.5濃度が全国的に増加した時期における CFORS による硫酸塩エアロゾル（左）および土
P
壌性粒子（右）の水平分布予測図。上： 5月 3 日，下： 10月10日。

図3.2.4
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全測定地点の時間値の 2 ％、50％、98％値の頻度分布（左）および経度分布（右）
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図3.2.5

図3.2.6

 M2.5（左）および NOx（右）の最高および最低濃度出現値のタイミングに着目した集計結果。
P
例えば PM2.5の曜日（DOW）別集計では、最高濃度は水曜日に出現した測定地点が最も多く、
最低濃度は日曜日が最も多かったことを示している。

PM2.5（左）および NOx（右）の沿道（○）、都市部（×）、郊外部（●）別平均日内変動の比較

図3.2.7

クラスタ解析による PM2.5の月変動パターンの分類結果
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4 ．高濃度エピソード解析
4.1. 2008年度から2009年度の Ox および SPM 高濃度時の総合解析
京都府

平澤 幸代、高倉 尚枝、福井県

山田 克則、名古屋市

大野 隆史

（ 1 ）はじめに
近畿地域と東海地域はいずれも大都市で工業地帯を抱え、従来から夏を中心に光化学スモッグ
注意報が発令されている。さらに、近年、西日本を中心に越境汚染の影響で Ox が高濃度になる
事例が発生し、その影響は本地域でも少なくない。その他にも成層圏オゾン降下や国内他地域や
欧米からの移流等様々な要因があると考えられており、これらの寄与割合については、シミュ
レーションモデル等で検討された事例はあるが、平成24年 3 月にまとめられた光化学 Ox 調査検
討会報告書1）によると、様々な課題がありさらなる精度向上が必要とされており、すべての高濃
度事象に適用できるわけではなく個々の事例についてその要因を詳細に検討する必要があると考
えられる。
そこで、実測値を用いた解析で地元生成とそれ以外の寄与割合を推定できないかと考え、東海
近畿地域の Ox 日最高値の比較を行った。また、高濃度事例のうち 5 月下旬と 7 月下旬の事例に
ついて詳細に解析した。Ox と同時に上昇する事例が多い SPM についても併せて検討した。
PM2.5については、解析対象期間中の十分なデータ数が得られておらず今後のデータ蓄積が期待
される。
（ 2 ）方法
解析対象期間は、高濃度事例が頻発した2008年度及び2009年度の 4 〜 9 月とした。時間値は本
研究で整備した大気常時監視時間値データベースを使用した。解析地域は、東海近畿を地理的観
点から、人為発生源の多い東海（岐阜県、愛知県、三重県東部）
・近畿中部（三重県西部、滋賀県、
京都府中南部、大阪府、兵庫県、奈良県）
、比較的発生源が少ない近畿北部北陸（福井県、京都
府北部）の 3 地域（図4.1.1）に分け、それぞれの Ox 日最高値を算出して比較した。参考まで
に図4.1.1には一般局の NOx2008年度の年平均値の濃度分布を併せて示した。各地域の日最高値
で検討した理由は、Ox 日最高値の出現地点は局地風の影響を大きく受けるため、ある固定の測
定局よりも地域の汚染濃度実態をよく反映していると考えたからである。また、東海近畿地域か
らの越境汚染時の上流側にあたり、周囲に発生源の少ない国設隠岐酸性雨測定所（以下、国設隠
岐）との比較を行った。
なお、Ox 計の測定方法や校正方法は本来併せて解析すべきであるが、トレーサビリティ制度
で統一された2011年度以降の確定値が入手できていないため、今回は考慮せず解析を行った。
この期間の個々の Ox 高濃度事例について、後方流跡線解析による越境汚染の有無の推定、経
時 変 化 や 濃 度 分 布 等 に つ い て 検 討 し た。 後 方 流 跡 線 解 析 は、CGER-METEX ま た は NOAA
Hysplit モデルを使用した。
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（ 3 ）解析結果
図4.1.2に各地域と国設隠岐局の Ox 日最高値の経日変化を示す。また図4.1.3にこれらの2008
年度季節別（以下4-6月：春季、7-9月：夏季）の散布図を示す。
国設隠岐の推移をみると、日によって変動はみられるが春季は概ね60〜80 ppb で推移し、最小
40〜最大100強 ppb の範囲にある。夏季になると濃度が低下し概ね40〜60 ppb、最小約30〜最大
80 ppb の範囲内にある。これは pochanart らにより解析された1994年及び1995年のデータの傾向
と類似している2）。支配される気団の入れ替わりによるものと推定される。
人為起源発生源の少ない近畿北部北陸地域の Ox 日最高値は、国設隠岐とよく連動しているが、
春夏とも国設隠岐よりも高濃度で推移している日もみられる。
発生源の多い近畿中部と東海の間の相関は高く、春は国設国設隠岐や近畿北部北陸とも連動し
ているが、国設隠岐よりも高濃度となる日が多い。夏は国設隠岐と連動しているときもあるが、
無関係に大きく濃度上昇する日が目立つ。
地域間の相関係数はすべて正の値を示した。国設隠岐と 3 地域の比較では、近畿北部北陸との
相関係数が春は0.817と高く傾きも 1 に近く、夏でも0.452と他地域よりも比較的良い相関を示し
ている。国設隠岐と近畿中部、国設隠岐と東海との比較では、それほど相関は高くないが春の方
が夏よりも相関係数が高い。また傾きが 1 よりも大きく、大半の日で国設隠岐の濃度に比べて高
く、非常に高い時では100ppb ほど高い日もあった。
これらのことから、近畿地域の Ox 日最高値は、国設隠岐のそれをベースとし、近隣に発生源
の少ない近畿北部北陸では特に春季に Ox 日最高値が非常に近くなり、発生源の近い近畿中部及
び東海は近畿北部北陸の Ox 日最高値に地域汚染による Ox 上昇が大きく加わるものと考えられ
る。
近畿中部と東海間の相関係数は春夏とも0.7以上と高かった。距離的に近く、湾岸部に大都市、
工業地帯を抱える構造が似ているためではないかと考えられる。
（ 4 ）高濃度事例
2008年度に近畿中部または東海地域で Ox 日最高値が120ppb 以上となった日と近畿北部北陸地
域で100ppb 以上となった日を高濃度日として抽出した。春季は近畿中部・東海地域では 7 日、
近畿北部北陸でも 7 日、うち重複が 4 日あり計10日、夏季においては近畿中部東海地域で29日、
近畿北部北陸ではなかった。
（表4.1.1）
高濃度日に対し、越境汚染の影響があるか検討するため後方流跡線解析を行った。起点は京都
府南部の久御山局、各高濃度日の14時を開始時刻とし、計算時間 3 日間、起点高度1500m で計算
した。結果を図4.1.4に示す。春季の事例では10事例中 9 事例が大陸からの移流を示唆し、国設
隠岐の Ox 濃度は10事例中 5 事例が80ppb 以上であった。夏季の事例では、中国大陸からの移流
は一部見られるが、約2/3は移流とは考えられず、全事例において国設隠岐の Ox は80ppb 未満と
春に比較して低濃度であった。この傾向は、前述の文献2）どおり、1994〜1995年の国設隠岐局の
後方流跡線方位別のオゾン濃度の傾向に類似していた。
①2008年 5 月下旬の事例
図4.1.5の天気図によると20日以降移動性高気圧が九州南海上から東進している。23日は日本
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は高気圧に覆われ晴れ真夏日の地点が多く、光化学反応が活発な条件下であったと推定される。
図4.1.6に Ox の各地域で最高値を記録した測定局の経時変化を示す。Ox では19日は国設隠岐
は概ね60ppb 前後、他の局は20〜60ppb 間で推移していたが、国設隠岐は20日から上昇をはじめ、
日変動しながら日を追うごとに上昇し、23日未明にこの期間最高の108ppb に達した。近畿東海
3 地域ではピークの大きさに違いはあるが、いずれも夜低く昼高くなるという、典型的な光化学
生成のパターンを示し、その日最大値は国設隠岐の上昇と連動し、日ごとに上昇している。近畿
北部北陸の日最高レベルと国設隠岐の最高値は非常に近く、近畿中部と東海はそれを約30ppb 上
回っている。
図4.1.7に示した SPM の経時変化をみると、国設隠岐（PM10）では、20日朝には約20μg/m3で
あったが同日午後には約40μg/m3に上昇し、23日朝には約100μg/m3に急上昇している。その他の
局では、20〜23日にかけて概ね40μg/m3 付近で推移しているが、23日午後に福井（福井県）で
80μg/m3付近まで上昇している。
ポテンシャルオゾン（以下 PO）の濃度分布図を図4.1.8に示す。21日は京都南部と奈良県を中
心に高濃度域がある。22日は高濃度域が京都南部から奈良北部、それが時間とともに東の滋賀県
に広がっている。東海地方でも愛知県北西部から岐阜県に高濃度域が広がっている。近畿北部の
方も、100ppb 以上に上昇した。23日は大阪東部から京都府南部へ高濃度域が広がり時間ととも
に奈良県へ拡大し、愛知県から岐阜県でも高濃度域が見られる。北部の方では100ppb 以上となっ
ている。なお、22日は福岡県、山口県、島根県でも Ox が120ppb を超過した。
SPM の濃度分布図を図4.1.9に示す。21日15時では PO の高濃度域が京都府の滋賀県域よりに
あるが、SPM の高濃度域は明瞭でなく、奈良県や兵庫県西部に70μg/m3を超える地域がある。22
日18時では PO の高濃度域が岐阜県―愛知県境や滋賀県彦根市付近にあるのに対し、SPM の高濃
度域は愛知県西部から岐阜県南部、滋賀県東近江市、兵庫県加古川筋に目立つ。23日15h では
PO の高濃度域は岐阜県南部を中心に愛知県西部にかけて、また京都府南部を中心に奈良県北部
にかけてに広がっているが、SPM は愛知県東部や奈良県北部を中心とする地域に高濃度となっ
ており、いずれも PO と SPM の濃度分布が異なっていた。この原因は不明であるが、粒子形成
に対する光化学 2 次生成の寄与を解明するに当たり今後より詳細な検討が必要である。
後方流跡線解析（図4.1.10）では、21日はシベリアから、中国東北部、朝鮮半島、日本海経由
での移流を示唆している。22日は中国北東部、朝鮮半島、日本海、北九州、中国四国を経由し東
海近畿へ至り、22日は朝鮮半島から九州へ南下し、中国四国経由で東海近畿へ至っている。なお
CFORS 予測では硫酸塩エアロゾルに覆われ、黄砂も少し影響している（図4.1.11）
。これらのこ
とから本事象は大陸から汚染気塊が移流しこれらに国内発生源由来の光化学生成も加わったもの
と考えられる。
黄砂実態解明調査実態報告書3）によると、福岡では、22日の16時に硫酸イオンが急増し、23日
の早朝まで20μg/m3以上の高濃度で推移しており、また、ライダーの結果からも二次生成粒子の
存在を示唆しており、黄砂の飛来が少しみられるが、全体としては硫酸塩エアロゾルの影響が大
きいとされている。
②2008年 7 月下旬
図4.1.12の地上天気図によると西日本は高気圧に覆われ晴れ、猛暑日を記録した。図4.1.13の
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Ox 経時変化によると国設隠岐は19〜20日は Ox が20〜40ppb で推移し、21日から上昇し、22日午
前に70ppb に達しその後50ppb に低下している。近畿中部と東海は20日は昼に一度大きく濃度低
下する測定局もあるが、120ppb を超えた測定局もあった。21日以降は濃度レベルや時間差があ
るものの明確な日変動を示した。近畿北部北陸は、最高値で21日は60ppb 強、22日80ppb 強で、
他 2 地域に比べピーク時刻が遅いのが特徴であった。
この日は高濃度域が海風の侵入に伴い大阪府内から京都府南部または奈良県へ移動している
が、他地域ではそれほど濃度上昇していない（図4.1.14）
。後方流跡線解析の結果（図4.1.15）
からは、大陸からの越境汚染はないと考えられる。国設隠岐の Ox 濃度が低かったことからも、
この事例は国内起源主体の光化学生成だったと示唆される。
図4.1.16の SPM 濃度分布によると、20日15時は愛知県南東部、21日14時は愛知県全域、滋賀
県南東部から奈良県にかける地域また兵庫県南西部、22日15時は愛知県北西部から岐阜県南部、
京都府南部から奈良県にかけて高濃度域があり、5 月の事例と同様に PO 分布とは必ずしも一致
していなかった。
（ 5 ）まとめ
東海、近畿中部、近畿北部北陸の 3 地域及び国設隠岐局の2008年4-9月の Ox 日最高値を比較、
また Ox 高濃度事例を後方流跡線解析から越境汚染の有無について検討した結果、季節の違いに
より、Ox 高濃度事例の要因が異なる特徴が見られた。
（春季）
・東海近畿地域の Ox 濃度は国設隠岐局の Ox 濃度を反映しており、国設隠岐局の Ox 濃度がバッ
クグラウンド濃度に近いと考えてよい。
・後方流跡線解析から Ox 高濃度時は大陸からの越境汚染の影響を大きく受けている。
（夏季）
・国設隠岐と 3 地域の Ox 日最高値の相関は春季より低い。
・後方流跡線から、越境汚染の影響を受ける日は多くない。あったとしても濃度レベルは春季よ
り低い。
・人為発生源の多い近畿中部・東海地域は、春よりも地元生成の影響が大きい。
いずれの季節も Ox と SPM の分布が異なっていることから、PM2.5濃度上昇の要因の一つであ
る光化学二次生成の寄与解明のために Ox 高濃度時との PM2.5との時空間分布の特徴を捉えるこ
とが必要と考える。
参考文献
1)

環境省：光化学オキシダント調査検討会報告書（平成24 年3 月光化学オキシダント調査検討
会）

2)

P.Pochanart, J.Hirokawa, Y.Kajii, H.Akimoto, M.Nakao: Influence of regional-scale anthropogenic
activity in northeast Asia on seasonal variations of surface ozone and carbon monoxide observed at
Oki, Japan, J. Geophysical Research, Vol.104, No.D3, 3621-3631(1999)

3)

環境省：黄砂実態解明調査中間報告書−平成20〜22年度−（平成24年 3 月環境省）
，p.24
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表4.1.1

2008年度近畿北陸東海地域 Ox 高濃度日

図4.1.1

図4.1.2
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2008年度 NOx 年平均値濃度分布図

地域別 Ox 日最高値の経日変化（上：2008年度、下：2009年度）
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図4.1.3

図4.1.4

地域別 Ox 日最高値の季節別（4-6月：以下春季、7-9月：夏季、いずれも2008年）散布図

2008年度高濃度日における後方流跡線解析（CGER-METEX、起点久御山局、開始時刻は各高
濃度日の14時、計算時間72時間、起点高度1500m、左：4－6月、右：7－9月、流跡線の色は国
設隠岐の Ox 日最高値を表す。）
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図4.1.5

2008年 5 月20～23日の地上天気図（気象庁 HP「日々の天気図」から引用）

図4.1.6

図4.1.7
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2008年 5 月19～24日の Ox 経時変化

2008年 5 月19～24日の SPM 経時変化
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図4.1.8

図4.1.9

図4.1.10

同

同

PO 分布

SPM 分布

同後方流跡線

図4.1.11

CFORS
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図4.1.12

80

2008年 7 月20日～22日の地上天気図

図4.1.13

同 Ox 経時変化

図4.1.14

同 PO 濃度分布
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図4.1.15

図4.1.16

同後方流跡線

同 SPM 濃度分布
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4.2. 2011年 2 月粒子状物質高濃度事例
名古屋市

山神 真紀子、島根県
山口県

愛媛県

佐川 竜也、大阪府 中戸 靖子、山本 勝彦、


長田 健太郎、埼玉県

芝 和代、福井県

米持 真一、川崎市

山田 克則、国環境

山田 大介、


菅田 誠治、大原 利眞

（大気環境学会誌 , 48, 196-205（2013）掲載）

4.2.1. はじめに
2011年 2 月 4 日から 7 日にかけて、九州から東北の広い範囲にわたり、高濃度の PM2.5が観測
された。PM2.5の高濃度は 2 月 4 日には西日本を中心に観測され、その後、高濃度地域が拡大し、
2 月 6 日には西日本から関東にかけての17都府県におよんだ。独立行政法人国立環境研究所の記
者発表（2011年 2 月10日）によると、
「九州から近畿地方にかけて観測されている視程低下（も
やの発生）の現象について、
（中略）大陸からの越境輸送による人為起源の微小粒子（エアロゾル）
が増加した事が原因である」と発表された。環境省が行った過去の調査結果1）によると、PM2.5
濃度は春季から夏季にかけて、または晩秋から初冬季に高くなる傾向があるが、2 月が特に高い
という傾向は見られていない。これまで、越境汚染の影響で PM2.5が高濃度となる事例は各地で
観測されている2-5）が、2011年 2 月上旬に観測された事例では、2 月 6 日には西日本よりも関東
で PM2.5濃度が高くなっており、関東でより高濃度となった要因は明らかになっていない。そこ
で、2011年 2 月上旬に観測された PM2.5の高濃度エピソードの全国的状況と各地での高濃度要因
を明らかにするため、大気汚染常時監視データ、PM2.5成分分析データ、トラジェクトリーデータ、
化学輸送モデル等を用いて解析を行った。

4.2.2. 方法
（ 1 ）観測データ
PM2.5の時間値データを測定した地点は表4.2.1に示す35地点である。これらのデータは、環境
省による国設大気環境測定所 3 地点、微小粒子状物質（PM2.5）モニタリング試行事業15地点、
微小粒子状物質曝露影響調査における測定所12地点6）および地方自治体の常時監視 5 地点で観測
された速報値である。また、光化学オキシダント（Ox）の時間値データは、大気汚染常時監視
測定局（一般環境局）の環境省大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君）の速報値を用いた。
また、韓国 Busan で測定された PM10の時間値データは韓国気象庁ホームページ（http://web.kma.
go.kr/ eng/weather/asiandust/timeseries. jsp）からダウンロードした。
PM2.5の成分データを測定した地点は表4.2.1に示す10地点である。これらのデータは各自治体
が測定した 4 地点と、環境省による平成22年度微小粒子状物質曝露影響実測調査6）の 6 地点であ
る。試料採取装置、採取開始時間、1 サンプルの採取時間、成分分析に使用したろ紙や前処理条
件等も併せて表4.2.1に示す。
PM2.5質量濃度は、ろ紙で採取したサンプルを室温21.5℃、相対湿度35％に24時間以上静置した
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後、秤量精度1 µg を有する精密電子天秤によって秤量することにより求めている。イオン成分
濃度はろ紙で採取したサンプルを超純水で超音波抽出後、イオンクロマトグラフにより分析して
求めている。炭素成分濃度は、熱分離光学補正法で、Improve プロトコルにより求めている。
（ 2 ）モデル
後方流跡線解析には独立行政法人国立環境研究所から提供されている CGER METEX を用い
た。調査地点の高度1000m を起点として、三次元法により72時間前までの気塊の動きを計算した。
化学輸送モデルは、米国環境保護庁（EPA）の Community Multiscale Air Quality model（CMAQ）
v.4.67）を用いた。CMAQ のモデル領域は、インドシナ半島を含む東アジア領域で、水平60km 格
子で78×68格子点、鉛直方向は19層（上空22km まで；第一層厚さ150m）である。気象データに
は、米国国立環境予報センター（NCEP）による経緯度 1 度の全球客観解析データをもとに、地
域気象モデル（WRF）v.2.28） によって計算した結果を使用した。アジア域の人為起源排出量は
REAS 1.19）の2005年推計結果を利用した。また、植物起源 NMVOC の排出量は GEIA10）を、屋外
での植物燃焼に伴う排出量には TRACE-P11）を用いた。

4.2.3. 結果と考察
（ 1 ）全国の PM2.5濃度分布
全国的に PM2.5が高濃度となった2011年 2 月 4 日から 7 日までの12時における PM2.5と SPM の
一時間値の実測濃度分布を図4.2.1に示す。また、PM2.5 の測定地点である宮崎、岡山 1、島根、
愛知、新潟、埼玉 1、茨城、宮城 1、北海道を起点とした72時間の後方流跡線解析結果も併せて
記す。
この期間においては PM2.5と SPM は時空間変動がほぼ一致していた。2011年 2 月 4 日12時には、
九州地方を中心に PM2.5は50 µg/m3を超える高濃度になっていた。この時点の後方流跡線の解析
結果は、黄海から韓国を経由して気塊が流入していることを示しており、越境汚染により高濃度
となったことが推定される。その後、高濃度範囲は拡大し、5 日12時には西日本の多くの地点で
70 µg/m3を超え、岡山や大阪の各地点で80 µg/m3を超えていた。この時点の後方流跡線解析は、
前日と同様に、黄海から韓国を経由して気塊が流入していることを示していたが、北海道では他
の地点と異なり、中国東北部から気塊が流入したことを示している。
翌日の 6 日12時には西日本の多くの地点で PM2.5が高濃度となった一方、島根など日本海側で
濃度が低下した地点が見られた。また、関東では高濃度域が拡大した。この日の日本付近は移動
性高気圧に覆われ、各地で風が弱くなっていた。後方流跡線解析では、多くの地点で、時計回り
の円をゆっくりと描くような形を示していることから、気塊が停滞しやすい状態にあったと考え
られる。このことから汚染物質が蓄積され、二次粒子が生成されやすい状況にあったことが推測
される。
7 日12時には PM2.5の高濃度域は縮小した。西日本の南側のみ高濃度となった。後方流跡線解
析では、4 日、5 日とは異なり、中国東北部からの気塊の流入を示しており、各地点に到達した
気塊が前日までと異なる地域を通過したことを意味する。
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（ 2 ）PM2.5、Ox、気象要素等の経時変化
PM2.5、Ox、風速、気温の経時変化を図4.2.2に示す。PM2.5と Ox については日本海側と都市部
に分けて示している。なお、ここで都市部とは、人口100万人以上の都市と、その都市との距離
が30km 以内である測定地点とした。また、風速と気温については、大阪管区気象台、名古屋地
方気象台、熊谷地方気象台で得られたデータを使用した。2011年 2 月 2 日から 9 日のうち、主に
西日本で PM2.5が高濃度となった 2 月 4 日から 2 月 5 日までを期間①、関東で高濃度域が広がっ
ていった 2 月 6 日を期間②、再び西日本で高濃度になった 2 月 7 日を期間③として、各期間別に
高濃度要因を解析した。また、2011年 2 月 4 日から 7 日までの地上気圧図を図4.2.3に示す。
期間①では、図4.2.2（a）で示すように、4 日朝から日本海側の地点で PM2.5の急激な濃度上昇が
見られ、高濃度ピークに時間差が見られた。また、国内で最も早く高濃度ピークが観測された佐賀
よりも 3 時間前に、韓国 Busan で PM10の高濃度ピークが観測された。また、中国環境保護部が公
開している大気汚染指数（API）は 2 月 3 日に沿岸部から西部までの広い範囲で高かった。これら
のことから、2 月 3 日に中国で観測された高濃度の粒子状物質が東方に輸送され、翌日 4 日に韓国
付近を通過して 2 月 4 〜 5 日に国内に到達したことにより、国内で PM2.5が高濃度となったことが
推定される。日本海側（a）では 5 日にも PM2.5の高濃度ピークがあり、前日よりも濃度が高くなっ
ていた。期間①では都市部（b）でも高濃度の PM2.5が観測され、西日本の福岡や大阪 2 の方が埼玉
1 よりも濃度が高い。この期間①では日本海側の Ox 濃度（c）と都市部の Ox 濃度（d）がともに
期間①以前よりも高濃度となっていたことから、光化学反応により二次粒子が生成しやすい状況に
あったと推定される。また、風向は北から北西の風が卓越していた。気温（f）は前日の 3 日から
最高気温が12℃を超えており、各地で平年値よりも 3 〜 5℃高く、3 月並みの暖かさであった。
期間②では、日本海側の PM2.5濃度（a）が低下傾向にあり、前日よりも濃度が低くなった地点
が多かった。一方、都市部（b）では大阪 2 が前日並み、埼玉 1 では前日よりも高濃度となって
おり、日本海側の地点とは傾向が異なった。Ox 濃度は日本海側（c）
、都市部（d）ともに引き続
き高濃度であった。埼玉 1 で観測されたような、Ox の高濃度が続いた場合に、粒子状物質濃度
が上昇し続ける傾向は夏季においては以前から観察されており12-13）、高濃度の Ox が生成される
条件で、二次生成が促進される可能性が指摘されている。これらの事例では Ox 濃度の日最高濃
度は80〜100ppb で数日間続いていた。今回は Ox 濃度の日最高濃度は60〜80ppb となり過去の事
例よりも20ppb 程度濃度が低い。また、冬季であることも状況が異なっている。しかし、この時
期の平年値と比べて気温が高いこと、それ以前と比べると Ox 濃度が数日間高くなっていること
から、冬季であっても光化学反応により二次粒子が生成しやすい状況にあったと推定される。風
速（e）は日平均で1.7〜1.8 m/s と低めで、汚染物質が拡散しにくい状況であった。
期間③では、日本海側（a）で PM2.5の高濃度ピークが現れており、その 2 時間前に韓国 Busan
で PM10の高濃度ピークが現れたことから、越境汚染の可能性が推定される。都市部（b）では、
福岡、大阪 2 で高濃度となっているが、埼玉 1 では明瞭ではない。Ox 濃度（c）は、島根で
PM2.5の高濃度ピークと同期して 7 日未明に高くなっており、PM2.5と同様に、高濃度 Ox が大陸
から長距離輸送された可能性がある。この Ox のピークは愛知（d）でも見られている。 7 日は
東の海上で低気圧が発達し、北西の強い風が 7 日の昼ごろから吹き始めたことにより、日本海側
（a）、都市部（b）の各地で PM2.5濃度が低下した。
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（ 3 ）PM2.5の成分組成の変動
2011年 2 月 1 日から 8 日までの、成分を測定した 9 地点の PM2.5質量濃度の変動と PM2.5の成分
組成の変動を図4.2.4に示す。なお、神奈川で測定したデータはサンプリング周期が47.5〜71.5時
間のため図4.2.4には示していない。PM2.5の成分組成は、西日本の宮崎、岡山 1 では高濃度時と
その前後で変動が小さい。一方、愛知より東の地点では、PM2.5質量濃度の上昇に伴って、硫酸
イオン（SO42−）＋硝酸イオン（NO3−）＋アンモニウムイオン（NH4＋）の成分比率が上昇して
いた。
2011年 2 月 1 日から 8 日まで（神奈川は 1 月31日から 2 月 9 日まで）の全期間および全10地点
の PM2.5濃度と各成分濃度の相関（n＝ 72）を表4.2.2に示す。また、相関係数（R）が0.8以上の
値を太字で示す。PM2.5 濃度と相関が高い成分は、相関係数の高い順に、アンモニウムイオン、
有機炭素（OC）
、硫酸イオンであった。このように、PM2.5の高濃度には二次生成された有機炭
素も含め、二次生成粒子が寄与していたことがわかる。
（ 4 ）高濃度 PM2.5の発生要因
本節では、実測された PM2.5濃度の経度方向変化や化学輸送モデルの結果をもとにして、期間
①〜③毎の高濃度 PM2.5の発生要因について考察する。期間毎の PM2.5およびその成分の平均濃度
と地点の経度との関係を図4.2.5に示す。また、化学輸送モデル（2.2.2参照）により、2011年 2
月 4 日から 7 日までの硫酸イオンの計算結果を図4.2.6に示す。
また、NASA の地球観測衛星 Aqua に搭載されている MODIS（中分解能撮像分光放射計）で
観測されたエアロゾル光学的厚さ（Aerosol Optical Depth; AOD）の 2 月 4 日と 7 日の空間分布を
図4.2.7に示す。MODIS とは NASA により開発された光学センサーで、36ch のバンド特性をもち、
雲、エアロゾル、土地被覆、土地利用変化、植生、地表温度、火災等の観測を行うことができる
ものである。
期間①（ 2 月 4 日〜 5 日）
図4.2.5に示すように、期間①では PM2.5濃度、及び硫酸イオン濃度は、西日本で高く、東日本
で低い傾向にあった。関東の埼玉 1、茨城では硝酸イオンが高濃度となった。埼玉 1 では、図
4.2.4に示すように硝酸イオンの割合は前日の 3 日には30％を占めていたことから（硝酸イオン
、PM2.5の高濃度は、関東では都市汚染が粒子状物質濃度に寄与していたところ
濃度：9.8 µg/m3）
に、越境汚染が加わったことが高濃度の要因と推定される。
モデル計算では、硫酸イオンの高濃度域が中国沿岸部、中国東北部、韓国で生成され、4 日は
高濃度の硫酸イオンが黄海から日本海にかけて分布している（図4.2.6（a））
。 5 日は図4.2.3の天
気図を見ると、寒冷前線の北側の位置に硫酸イオンの高濃度域があり、寒冷前線に向かう北寄り
の風によって高濃度域が輸送され、前線の通過とともに日本列島を通過した様子が示されている
（図4.2.6（b-c））
。これらは、西日本で硫酸イオン、アンモニウムイオンが高濃度となったことと
整合する。この寒冷前線の通過に伴って PM2.5が越境輸送により高濃度となる現象は、すでに兼
保ら14）により報告されている。また、5 日は北海道で PM2.5濃度が大きく低下したが、モデル計
算結果から北海道では 5 日に北西の風に変わり、硫酸イオンの高濃度域から外れたことが再現さ
れている。
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図4.2.7（a） に示すように、黄海から対馬海峡、日本海にかけて、高濃度のエアロゾルの存在
が確認され、衛星データからも大陸からの移流が確認された。
期間②（ 2 月 6 日）
期間②は期間①と比べて、関東の 2 地点で PM2.5濃度が高く、硫酸イオン、硝酸イオンが高濃
度となった。特に埼玉 1 では、硫酸イオン濃度と硝酸イオン濃度が全期間全地点を通じて最高濃
度となっており、Ox 濃度も高濃度で推移していたことから、硫黄酸化物や窒素酸化物の酸化が
進み、硫酸イオンや硝酸イオンが増加したと考えられる。さらにこの期間は、関東地方は移動性
高気圧圏内にあり（図4.2.3）
、弱風により拡散しにくい状況にあったことも、高濃度の要因に
なったと考えられる。以上のことから、期間②は都市汚染の影響が非常に大きいと考えられる。
期間③（ 2 月 7 日）
期間③では PM2.5濃度もすべての成分濃度も西から東に従って減少する傾向を示す。特に、硫
酸イオンにおいて、その傾向は顕著であった。
モデル計算（図4.2.6（d-f））によると、硫酸イオンの高濃度域は九州・中四国地域にかかって
いる。この特徴は、図4.2.1において、西日本の南側に PM2.5の高濃度分布が偏っていることと整
合する。また、衛星データからもこの特徴が確認できる（図4.2.7（b））
。
この期間は図4.2.2（e） で示すように風が強く、都市汚染の影響が小さかったため、越境汚染
の影響が明瞭に表れたと考えられる。
（ 5 ）硝酸 / 硫酸比と高濃度発生要因の関係
粒子の硫酸イオンに対する硝酸イオンの比（NO3−/SO42−比）を用いて発生源を推定する方法は、
過去に多く試みられている15-16）。そこで、期間①〜③およびこれらの期間前後の 2 月 1、2、3、
8 日（以下、期間 A）おける PM2.5中の硫酸イオンと硝酸イオンとの関係を図4.2.8に示す。
大規模な越境汚染が確認された期間の前後である期間 A では、NO3−/SO42−比は地域によって
偏りが見られた。関東の埼玉 1、神奈川、茨城では平均1.3（n＝9）と高く、全期間を通して最も
高い値となった。宮崎では平均0.19（n＝4）と低く、その他の地域は平均0.80（n＝22）で、宮崎
と関東の中間の値となった。
都市汚染の影響が最も小さく、越境汚染の影響が明瞭な期間③では、NO3−/SO42−比はこの期
間中、全体的に最も低い値を示し、平均0.22（n＝9）であった。相関も高く（r＝0.93）
、どの地
域も NO3−/SO42−比がほぼ均一な組成であったことがわかる。また、この値は、期間 A の宮崎の
値に近く、宮崎は大規模な越境汚染が来る前でも、越境汚染の影響が大きい地点であると言える。
一方、越境汚染と都市汚染の両方の影響が見られた期間①と②では NO3−/SO42−比は期間③よ
りも高く、期間 A における関東よりも低い値となった。期間①では関東の NO3−/SO42−比は高い
値を示し、平均1.0（n＝4）であった。宮崎は平均0.26（n＝2）
、その他の地域は0.44〜0.78（平均
0.52、n＝10）で、関東と期間③の値の中間の値であった。期間②では、期間①よりも地域的な
、大阪 3 は0.83と高く、宮崎は
偏りは小さくなったが、関東の NO3−/SO42−比は平均0.72（n＝2）
平均0.21、その他の地域は0.31〜0.70（平均0.49、n＝5）となった。この期間中の関東や大阪にお
いて NO3−/SO42−比が高い傾向が見られたことや、期間 A において関東の NO3−/SO42−比が最も高
くなったことから、都市汚染の影響が大きいほど NO3−/SO42−比が高いと言える。
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以上のことから、PM2.5中の硫酸イオンと硝酸イオンの比率が、期間毎の越境汚染と都市汚染
の影響の程度と関連することがわかった。
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測定地点

PM2.5濃度と各成分間の相関（n＝72）
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図4.2.1

2011年 2 月 4 日～ 7 日の PM2.5と SPM 濃度分布と72時間後方流跡線（○；PM2.5、×；SPM）

図4.2.2 （a）日本海側における

PM2.5濃度と Busan における PM10濃度 （b）都市部における PM2.5濃度
（c）日本海側における Ox 濃度 （d）都市部における Ox 濃度 （e）風速 （f）気温

図4.2.3

2011年 2 月 4 ～ 7 日の気象庁地上天気図
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図4.2.4

図4.2.5
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PM2.5濃度の変動と PM2.5の成分組成の変動

期間①～③毎の PM2.5濃度およびその成分の平均濃度
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図4.2.6

化 学輸送モデルによる2011年 2 月 4 ～ 7 日までの硫
酸イオン濃度の計算結果（国立環境研究所 森野悠氏
提供）

図4.2.7 MODIS によるエアロゾル
光学的厚さ（AOD）の空間分布

図4.2.8

 間 A（ 2 月 1、2、3、8 日）、期間①（ 2 月 4 ～ 5 日）、期間②（ 2 月 6 日）、期間③（ 2 月 7
期
日）における PM2.5中の硫酸イオンと硝酸イオンとの関係
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4.3. 2011年11月粒子状物質高濃度事例（関東）
埼玉県

長谷川 就一、米持 真一、川崎市

千葉県

石井 克巳、東京都
群馬県

山田 大介、鈴木 義浩、


齊藤 伸治、茨城県

鴨志田 元喜、


熊谷 貴美代、さいたま市

城 裕樹

（大気環境学会誌、49、242-251（2014）掲載）

4.3.1.

はじめに

一次排出物質の経年的な低減に伴って、大気が安定しやすい初冬季の平均的な濃度は低下傾向
だが、越境汚染が主要因と見られる高濃度エピソードは、4 章の他節で示されているように冬季
から春季にかけて発生している。一方、特に国内最大の都市圏である関東地方では、夏季の日中
に海風によって内陸部で Ox が高濃度となり、これに伴って二次生成粒子を中心とした PM2.5も
高くなる傾向が見られている。これらは主として地域汚染が要因であると考えられ、近年はこう
した二次生成粒子の挙動や寄与の解明に関心が寄せられている。しかし、2011年は秋季から初冬
季に当たる10〜11月に PM2.5の高濃度が多く発生した。特に、2011年11月 2 〜 6 日に関東地方で
広範囲にわたって高濃度の PM2.5が観測された。そこでこの2011年11月 2 〜 6 日の関東地方にお
ける PM2.5の質量濃度や成分の時間的変動や空間的分布の特徴や高濃度となった要因について解
析し、論文を発表した1）。本節ではその主要な内容を述べる。

4.3.2. 方法
測定は、加須（埼玉県）
、幸手（埼玉県）
、土浦（茨城県）
、市原（千葉県）
、江東（東京都）、
川崎（神奈川県）において行った（各測定地点の位置は後述する図4.3.2（a） に示す）
。以下では
前者 3 地点を北部、後者 3 地点を南部と分類する。各地点の測定場所は、加須は埼玉県環境科学
国際センター、幸手は幸手局、土浦は土浦保健所局、市原は市原岩崎西局、江東は東京都環境科
学研究所、川崎は川崎市公害研究所である。これらの地点で PM2.5のサンプリング及び分析を行っ
た。サンプリング方法を表4.3.1に、分析方法を表4.3.2に示す。サンプリング及び分析の実施は
環境省の大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアルの策定前であったが、基本的な方
法は当マニュアルあるいは大気中微小粒子状物質（PM2.5）測定方法暫定マニュアル改定版に沿っ
た。サンプリングはローボリュームエアーサンプラー（フィルター径47mm）を用いて行った。
、無機元素（金
分析した成分はイオン成分（Cl−、NO3−、SO42−、Na＋、NH4＋、K＋、Ca2＋、Mg2＋）
属）成分（Al、Ca、Ti、V、Mn、Fe、Zn、As、Cd、Pb）
、炭素成分（有機炭素（OC）
、元素状炭
素（EC））、水溶性有機炭素（WSOC）
、レボグルコサンである。
イオン成分は超音波により純水へ抽出したのちイオンクロマトグラフ法（IC）により分析した。
無機元素成分はマイクロ波分解装置または開放系加熱により酸に溶解したのち誘導結合プラズマ
質量分析法（ICP-MS）により分析した。開放系加熱による方法は環境省の有害大気汚染物質測
定方法マニュアルに記載されているふっ化水素酸・硝酸・過塩素酸法である。炭素成分は、熱分
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離・光学補正法の反射光補正（TOR）により分析した。分析温度・雰囲気条件（プロトコル）は
IMPROVE プロトコルまたは IMPROVE_A プロトコルを用いた。WSOC とレボグルコサンにつ
いては、環境省による測定マニュアルが策定されていない。WSOC は超音波により純水へ抽出
したのち、全有機炭素（TOC）分析計、または抽出水を空焼きしたフィルターに滴下して熱分離・
光学補正法の透過光補正（TOT）により分析した。レボグルコサンは超音波によりジクロロメタ
ン−メタノール混合溶媒に抽出し、90％BSTFA−10％TMCS を加えて70℃で誘導体化しガスクロ
マトグラフ質量分析法（GC-MS）により分析した2）。
PM2.5、SPM、Ox、気象要素などの常時監視データについては、幸手、土浦、市原はそれぞれ
の測定局のデータを使用したが、それ以外については、加須は環境科学国際 C 局（測定地点と
、川崎は田島局（測定地点と隣接）のデー
隣接）、江東は江東区大島局（測定地点から約2.4km）
タを使用した。ただし、加須の PM2.5は研究用に設置している測定機（環境省の等価性評価認証
機種）、江東の SO2は測定地点に研究用に設置している測定機（測定局と同種）によるデータを
用いた。

4.3.3. 結果と考察
（ 1 ）PM2.5および SPM の時空間分布と気象状況
3）
の Fig. 2から日平均値
2011年11月 2 〜 6 日の全国的な濃度状況について、板野ら（2013）

35µg/m3を超えた日と地域を読み取ると、11月 3 〜 5 日は東海・近畿や中国・四国でも一部見ら
れたが、全般には関東で見られ、3 日と 5 〜 6 日に日平均値35 µg/m3を超えているところが多かっ
た。特に 6 日は他地域では見られず、関東のみで見られた。また、2011年 5 月 1 〜 5 日や同10月
7 〜14日のように日平均値35µg/m3を超えた地点が広域的にわたる状況は見られなかった。この
ため、この期間に関東地方で観測された高濃度の PM2.5は、広域的な影響よりも地域内における
要因に支配されていたと考えられる。
図4.3.1に加須、土浦、江東における SPM と PM2.5の経時変化を示す。黄砂が飛来した場合は
粗大粒子濃度が大きく増大した粒径分布が観測されるため、SPM と PM2.5には相当大きな濃度差
が生じるが、ここではそのような大きな濃度差は見られず、むしろ小さい。 5 〜 6 日にやや濃度
差が見られるが、後述するように 5 〜 6 日は高湿度であったため除湿機能が付加されていない
SPM への水分影響が増大した可能性がある。また、江東では PM2.5が SPM を上回る時間も見ら
れるが、これは SPM と PM2.5の測定機の精度や試料大気の導入方法などの違いによる影響が考え
られる。それゆえ、SPM と PM2.5を厳密には比較できないが、SPM と PM2.5の時間的変動は同期
しており、相関係数は0.9以上であった。このため、PM2.5の時間的・空間的分布については、当
時 PM2.5を測定する測定局がまだ十分に整備されていなかった（関東地方内でこの時期は43局、
うち約 4 分の 3 が南部の東京都・神奈川県・千葉県に集中）が、SPM と同様であるとして考察
できると考えられた。そこで、関東地方の一般環境大気測定局（149局）の SPM 濃度データを基
に、エクセルアドイン工房のコンターマップ作成アドインおよび地図上グラフ作成アドインを利
用して空間内挿による SPM の濃度分布図を 3 時間ごとに作成した。また、合わせて風向・風速
ベクトル分布図も作成した。図4.3.2に対象期間中に PM2.5が高濃度となった 3 日21時と 5 日21時
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における関東地方の SPM 濃度分布と風向・風速ベクトルを示す。
PM2.5が特に高くなったのは 3 〜 4 日と 5 〜 6 日の 2 回であったが、いずれも夜間や未明に高
濃度になっていたことが特徴である。この期間の気象状況は、全般的に風は弱く陸風が主体で
あった。 2 〜 6 日の間の加須・土浦・江東における平均風速はいずれも2 m/s 以下であり、内陸
の加須・土浦では1 m/s 前後と特に弱かった。また、風向頻度も北寄りの風（16方位で西北西〜
東北東の風）が 7 〜 8 割を占めていた。高濃度となったエリアの概ね中央に近いさいたま（埼玉
県）における気温・風速・降水量・相対湿度・大気安定度（日射量・放射収支量・風速を基に10
段階で表示）の経時変化を図4.3.3に示す。なお、気温・風速・相対湿度・大気安定度について
は衛生研究所局、降水量についてはアメダスによる観測データである。このうち大気安定度は、
、夜間は安定（E 〜 G）を繰り返していたが、
2 日から 5 日の日中までは日中は不安定（A 〜 CD）
5 日夜から 6 日夜にかけては一定して中立（D）となっていた。また、関東地方全般の天候は、
2 日と 4 日は晴天であったが、3 日は気圧の谷により曇り、5 〜 6 日は前線を伴った低気圧の接
近・通過により、図4.3.3に示されているように 5 日夜から 6 日にかけて小雨が断続的に降り、
相対湿度が90％以上と非常に高い状態が続いた。 2 〜 6 日の平均気温は、南部で18〜19℃程度、
北部で16℃程度であり、平年よりも 3℃程度高かった。
（ 2 ）PM2.5成分濃度の時間的・空間的変動
各 地 点 に お け る PM2.5 の EC、char-EC、OC、WSOC、 レ ボ グ ル コ サ ン、K＋、SO42−、NO3−、
Cl−、soot-EC、V、As の各濃度を図4.3.4に、char-EC/EC 比、V/Mn 比、WSOC/OC 比および Pb/
Zn 比の推移を図4.3.5にそれぞれ示す。全般的にどの地点も NO3−と OC が顕著に高いのが特徴
であった。NO3−は 3 〜 4 日と 5 〜 6 日に高く、特に 5 〜 6 日は20 µg/m3程度に達した。濃度レベ
ルは、突出して高い幸手の 6 日を除けば、北部も南部も同様であった。OC も 3 〜 4 日と 5 〜 6
日に高かったが、濃度レベルは同程度であり、また北部と南部の差も見られなかった。 5 〜 6 日
の PM2.5は NO3−と OC の 2 成分で 5 割程度を占めており、この 2 成分の寄与が非常に大きかった。
EC については、やはり 3 〜 4 日と 5 〜 6 日に高い傾向であったが、濃度レベルは北部と南部
とで明らかな差はなかった。SO42−については 6 日が極大となっており、南部では 6 日に向かっ
て徐々に上昇傾向であったが、北部では 4 日まで横ばい傾向であった。濃度レベルや PM2.5に占
める割合は若干南部が高めであった。
バイオマス燃焼の指標であるレボグルコサンのデータは加須のみであるが、5 日に顕著に高く、
3 日も比較的高かった。同様にバイオマス燃焼の指標と言われている char-EC4）や K＋の濃度も、
明瞭でない部分もあるが概ね 3 〜 4 日と 5 〜 6 日に高かった。また、char-EC/EC 比は全般に2〜
6 日の間は変動が小さく、北部の 3 地点と川崎では0.7〜0.8程度と高い値で推移した。また、
WSOC は 3 〜 4 日と 5 〜 6 日に高い傾向が見られたが、WSOC/OC 比は加須・幸手で0.25〜0.45、
土浦で0.4〜0.6、江東・川崎で0.6〜0.9で推移し、南部の方が高い傾向であった。一方、元素のデー
タ（市原・江東はなし）は、川崎で V や As など化石燃料燃焼由来の元素が他の地点に比べて高
い傾向が見られ、V が特に高かったのは 3 〜 4 日の50 ng/m3、5 〜 6 日の30 ng/m3であり、As は
3 〜 6 日に 4 〜6 ng/m3と高かった。また、重油燃焼の相対寄与を示す V/Mn 比も、川崎では 3 〜
4 日は他の地点に比べ高かったが、5 〜 6 日はいずれの地点も上昇していた。また、主に廃棄物
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焼却の寄与が大きい Cl- は、全般的に 3 〜 4 日と 5 〜 6 日に上昇していた。なお、越境汚染の寄
与の指標となる Pb/Zn 比（北部の 3 地点のみ）については、地点によって若干の変動はあるもの
の、期間を通していずれの地点も0.2程度以下で推移しており、越境汚染の寄与がないときのレ
ベルであった5）。
（ 3 ）高濃度要因の考察
高濃度となった大きな要因は、全般に弱風で 3 〜 4 日は接地逆転層形成による安定、5 〜 6 日
は中立であったことによって、地域内の発生源から排出された一次排出粒子や二次生成粒子の前
駆物質が滞留したことが第一に挙げられる。その上で、高濃度に寄与していた 2 つの成分（NO3−
と OC）を中心に以下で考察する。
① NO3−（硝酸塩粒子）
NO3−については、微小粒子では HNO3と NH3の中和反応により生成する NH4NO3として存在し
ているが、NH4NO3の飽和蒸気圧は温度に強く依存するため、気温が高いと NH4NO3は解離して
HNO3および NH3となる。このため、一般に NO3−は夏季に低く冬季に高くなる傾向を示す。 2 〜
5 日の平均気温は平年より高めであり、NO3−は定性的に低くなる傾向にもかかわらず、高濃度
であった。一方、HNO3は、日中は NO2と OH の反応で生成するが、Ox により酸化されて NO2か
ら生成した NO3は光解離するため、この過程は HNO3の生成に寄与しない。しかし、光解離が起
こらない夜間は、Ox により NO2から NO3への酸化が進み、さらに NO2と NO3の反応から生成し
た N2O5 が、H2O と反応することで HNO3 が生成する。Ox 濃度は、2 〜 5 日の日中に南部で30〜
40 ppb、北部で40〜55 ppb に達しており（図4.3.6（a））
、9 〜10月の昼間の日最高 1 時間値の月平
均値と概ね同じレベルであり、比較的高かったと考えられる。また、こうした過程の出発物質で
ある NO の 2 〜 5 日の濃度は、休日であった 3 日を除いて、朝の時間帯に40〜80 ppb に達してい
た（図4.3.6（b））
。これは自動車排出ガスに由来し、この時間帯の交通量増加によって起こる
NO 濃度上昇の典型的なパターンである。さらに、5 日夜から 6 日は小雨が断続的に降り、相対
湿度が90％以上であったことから、自動車排出ガスによる NO に由来する N2O5 と H2O から
HNO3が生成する過程が顕著であった可能性が考えられ、そのため 5 〜 6 日に NO3−がより高濃度
になっていたと考えられる。
また、NO は 2 〜 3 日および 3 〜 4 日の夜間にも高くなっているところが見られた。 2 〜 3 日
は幸手（20時、44 ppb）
、川崎（22時、34 ppb）
、江東（ 1 時、66 ppb）
、土浦（ 2 時、48 ppb）など、
、土浦（ 0 時、47 ppb）
、幸手（ 3 時、53 ppb）
、江東（ 3 時、36
3〜 4 日は川崎（20時、58 ppb）
ppb）、市原（ 3 時、4 時、47 ppb）などで高くなっており、高濃度が出現する場所や時間変動に
一定の傾向が見られない。この夜間の NO 濃度上昇の由来は、自動車や周辺の固定発生源など、
時間的・空間的にほぼ特定できる発生源の特異的な排出量増加も否定できないが、むしろ時間
的・空間的に不特定な発生源として、この時期に盛んに行われる田畑における農作物残渣の焼却
（バイオマス燃焼、野焼き）が主であった可能性が考えられる。田畑における農作物残渣の焼却
に由来する窒素酸化物（NOx）は、燃焼温度や空気供給の点から燃焼物に含まれる窒素に由来し
て発生すると考えられ、また、それは主に NO として排出される6）。NOx の排出インベントリで
は、大規模固定煙源や自動車・船舶などの主に化石燃料燃焼による発生源に比べて、農作物残渣
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の焼却（野焼き）からの推計年間排出量は非常に少ないが7-8）、排出時期が集中していれば影響
が顕著となる可能性がある。また、稲・小麦・大麦のわらは短時間で燃焼するが、それに比べて
籾殻の燃焼時間は長く9）、着火後長時間にわたって燻り続けるため、昼間に着火しても夜間でも
燃焼が続く。どの種類の農作物残渣が実際に焼却されていたかは把握できていないが、上述した
ことから、3〜 4 日の NO3−の高濃度は、3 日が休日のため自動車排出ガスの影響は 5 〜 6 日に比
べて小さく、相対的に農作物残渣燃焼の影響があったのではないかと推測される。
② OC（有機物粒子）
OC については、生成機構は一次排出・二次生成、発生源は人為起源・自然起源、いずれもあ
るので、今回の高濃度がどの影響が大きかったかを明確に解明するのは、本研究の成分測定デー
タのみでは難しい。しかし、農作物残渣の種類や産地、燃焼条件によって組成は変わり得るもの
の、稲わら・小麦わら・大麦わら・籾殻の燃焼粒子では OC は微小粒子の主要な成分であり、稲
わら・小麦わらの燃焼粒子では K＋の比率が特に高い9）。初冬季の大気観測においても、K＋はレ
（ 2 ）で述べたように、char-EC や K＋、さ
ボグルコサンと高い相関を示している10）。このため、
らに加須のみであるがレボグルコサンが 3 〜 4 日と 5 〜 6 日に高いこと、また、char-EC/EC 比
が 2 〜 6 日に郊外に位置する北部の地点で高い値で推移したことは、農作物残渣燃焼が影響して
いたことを示唆しており、OC の高濃度もこの影響であったと考えられる。
WSOC について見ると、char-EC や K＋、レボグルコサンと同様にやはり 3 〜 4 日と 5 〜 6 日
に高い。加須におけるレボグルコサンと WSOC は高い相関（r＝0.90）を示しており、char-EC（r
＝0.91）や K＋（r＝0.79）と同様である。レボグルコサンと WSOC の高い相関は、同じ関東北部
に位置する前橋の冬季（12月）でも見られており11）、また、稲わら燃焼時は PM10中のレボグル
コサン、K、WSOC が高まる12）。こうしたことから、本研究で観測した WSOC には、農作物残
渣などのバイオマス燃焼により一次排出された WSOC が多く存在したことが強く示唆される。
また、WSOC/OC 比については、南部に比べて北部で低かった。稲わら燃焼粒子中の OA に占め
る WSOC の比率は0.4程度13）となっており、WSOC よりも WIOC（非水溶性有機炭素）の方が多
い。前橋における WSOC/OC 比は、夏季に比べてバイオマス燃焼が多い冬季に低下する傾向が
あり、夏季は0.8程度であるのに対して冬季は0.5程度となっていた11, 14）。したがって、北部で農
作物残渣燃焼の影響が南部に比べて強かったことが考えられる。
③ NO3−及び OC 以外の成分
南部では SO42−の濃度レベルや PM2.5に占める割合が北部よりも若干高めであった。これは夏
季の場合と同様で15）、期間中その前駆物質である SO2は南部で高くなる傾向が見られ、特に 2 日
午後から夜間、3 日と 5 日のそれぞれ午後に高くなっていた（図4.3.6（c））
。これは、東京湾岸
の工業地帯あるいは東京湾の船舶から排出される化石燃料燃焼の影響であると考えられる。北部
に比べて南部では soot-EC がやや高かったこと、川崎では V や As、V/Mn 比が高い傾向であった
こともそれを支持している。期間中は弱風で陸風が主体であったことも考慮すると、北部に比べ
て南部では化石燃料燃焼の影響があったと考えられる。ただし、5 〜 6 日は川崎に限らず北部で
も V/Mn 比が上昇していたため、関東地方全般で化石燃料起源の影響も一定程度あったと考えら
れる。
ところで、3 日以降、南部の SO42− 濃度は全般的に北部に比べて 2 〜3µg/m3 程度高く推移し、
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5〜 6 日に極大になった。これは、南部の方が SO2の濃度レベルが高いことに加えて、全般的に
風は弱く陸風が主体であったことが要因として考えられる。さらに、4 日は比較的 Ox が高く、
5 〜 6 日は高湿度が続いた。これらは、気相反応や不均一反応などによる SO2から SO42−への酸
化が促進される可能性のある条件である。 5 〜 6 日に極大になった要因としてこうした背景が考
えられる。
参考文献
1)

長谷川就一，米持真一，山田大介，鈴木義浩，石井克巳，齊藤伸治，鴨志田元喜，熊谷貴美
代，城裕樹：2011年11月に関東で観測された PM2.5 高濃度の解析，大気環境学会誌，49，
242-251 (2014)．

2)

宝輪勲，代田千秋，吉村卓弥，倉重千恵子：微小粒子状物質中のレボグルコサン分析法の検
討，第52回大気環境学会講演要旨集，318 (2011)．

3)

板野泰之，大原利眞，山神真紀子，大野 隆史，長田健太郎，武直子，菅田 誠治：2011 年度
の連続測定結果に基づく全国的な PM2.5 汚染の状況解析，大気環境学会誌，48，154-160
(2013)．

4)

Han, Y.M., Cao, J.J., Chow, J.C.,Watson, J.G., Fung, K., Jin, Z.D., Liu, S.X., An, Z.S.: Evaluation of
the Thermal/Optical Reflectance Method for Discrimination between Soot- and Char-EC.
Chemosphere, 69, 569-574 (2007).

5)

日置正，紀本岳志，長谷川就一，向井人史，大原利眞，若松伸司：松山，大阪，つくばで観
測した浮遊粉じん中金属元素濃度比による長距離輸送と地域汚染特性の解析，大気環境学会
誌，44，91-101 (2009)．

6)

Andreae, M. O., Metlet, P.: Emission of trace gases and aerosols from biomass burning, Global
Biogeochem. Cycles, 15, 955-966 (2001).

7)

Kannari, A., Tonooka, Y., Baba, T., Murano, K.: Development of Multiple-species 1 km x 1 km
Resolution Hourly Basis Emissions Inventory for Japan, Atmos. Environ., 41, 3428-3439 (2007).

8)

東京都環境局環境改善部 , 東京都環境科学研究所：微小粒子状物質 (PM2.5) 等排出インベン
トリ報告書 (2011).

9)

伏見暁洋 , 齊藤勝美 , 林健太郎 , 須藤重人 , 小野圭介 , 梶浦雅子 , 藤谷雄二 , 世良耕一郎 , 高見
昭憲 , 田邊潔：農作物残渣の野焼きで排出される粒子の排出係数と化学組成 , 第53回大気環
境学会年会講演要旨集 , 517 (2012).

10) 萩野浩之，小瀧美里，坂本和彦：さいたま市における初冬季の微小粒子中のレボグルコサン
と炭素成分，エアロゾル研究，21，38-44 (2006)．
11) Kumagai, K., Iijima, A., Shimoda, M., Saitoh, Y., Kozawa, K., Hagino, H., Sakamoto, K.:
Determination of Dicarboxylic Acids and Levoglucosan in Fine Particles in the Kanto Plain, Japan,
for Source Apportionment of Organic Aerosols, Aerosol and Air Quality Res., 10, 282-291 (2010).
12) Viana, M., López, J. M., Querol, X., Alastuey, A., García-Gacio, D., Blanco-Heras, G., López-Mahía, P.,
Piñeiro-Iglesias, M., Sanz, M. J., Sanz, F., Chi, X., Maenhaut, W.: Tracers and Impact of Open
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14) Kumagai, K., Iijima, A., Tago, H., Tomioka, A., Kozawa, K. and Sakamoto, K.: Seasonal Characteristics
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Environ., 43, 3345-3351 (2009).
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表4.3.1

各測定地点における PM2.5フィルターサンプリングの方法1）

表4.3.2

図4.3.1

各測定地点における PM2.5成分分析の方法1）

加須、土浦、江東における SPM および PM2.5濃度の時間的変動1）
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図4.3.2

図4.3.3
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関東地方における SPM 濃度のコンターマップ （a）11月 3 日21時、（b）11月 5 日21時1）

 いたまにおける気温（Temp）、相対湿度（RH）、風速（WS）、降水量（Rain）、大気安定度（AS）
さ
の時間的変動1）
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図4.3.4

 測定地点における PM2.5 中の EC、char-EC、OC、WSOC、レボグルコサン、K＋、SO42－、
各
NO3－、Cl－、soot-EC、V、As 濃度の時間的変動1）
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図4.3.5

各 測定地点における PM2.5 中の char-EC/EC 比、V/Mn 比、WSOC/OC 比、Pb/Zn 比の時間
的変動1）

図4.3.6

102

各測定地点における Ox、NO、SO2濃度の時間的変動1）
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4.4. 2011年11月下旬粒子状物質高濃度事例（東海・近畿）
大阪府

山本 勝彦、中戸 靖子

4.4.1. 高濃度事象の概要
2011年11月27日から30日にかけて西日本から東日本の範囲で、粒子状物質の高濃度が発生し
た。この時期では、PM2.5の測定局が少ないので、図4.4.1に11月28日17時の SPM 全国濃度分布
を示す。この分布図をみると、100 μg/m3を超える SPM 高濃度は、都市域に多く発生し、中国、
九州地方や日本海側での高濃度は多くないことがわかる。
同時刻の東海・近畿地域での PM2.5分布を図4.4.2に示す。この図は、環境省大気汚染物質広域
監視システム（
「そらまめくん」
）のデータによるものである。この時期では、PM2.5測定局がま
だ少ないが、大阪、名古屋などで、50 μg/m3を超える PM2.5高濃度が発生したことがわかる。こ
れらの局の PM2.5濃度一時間値をグラフにしたものが図4.4.3である。27日の午後から濃度が上昇
し、27日の夜に小さなピーク、28日の夕刻と29日の深夜にピークを示し、30日の夜まで、高濃度
が続いている。これらの測定局での最高濃度は、愛知県安城農林高校局（愛知県安城市）で28日
19時にあった116 μg/m3である。個々のピークの時刻や、最高濃度やその出現時刻では差がある
ものの、高濃度事象は、これらの東海・近畿地域の測定局で共通していると考えてよい。
PM2.5環境基準の一時間値の一日平均値35 μg/m3と比較すると、大阪、兵庫、愛知で環境基準を
超えた局がある（表4.4.1）
。

4.4.2. 使用したデータ
自治体の常時監視局の濃度値は、
「そらまめくん」の値（速報値）を用いた。したがって、そ
れぞれの自治体でのデータ管理の中で修正されることがある。あわせて環境省環境研究総合推進
費「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5 汚染の実態解明と発生源寄与評価（FY2011FY2013）」で測定された東大阪局（近畿大学；大阪府東大阪市）と滋賀局（滋賀県琵琶湖環境科
学研究センター；滋賀県大津市）の濃度値等を用いた。
PM2.5成分分析データについては、上記環境研究総合推進費によるサンプルの分析結果を用い
た。ここでは、紀本電子工業株式会社製 PM 測定装置 PM712のテープろ紙の円形スポットを半
円に切り抜き、3 時間分のろ紙を2mL の超純水に超音波処理により抽出後、イオンクロマトグラ
フ法によりイオン成分を測定した。

4.4.3. 結果と考察
（ 1 ）気象条件
この時期の天気図を図4.4.4に示す。日本全域を覆っていた高気圧が東へ移動し、西から東日
本にかけて、気圧の谷になっていることがわかる。気象庁がインターネットで公開している「過
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去の気象データ」の「大阪」
（大阪市中央区）では、この時期の天気は「薄曇」から「曇」となっ
ている。国設大阪局（大阪市東成区）での風向（図4.4.5）
、風速（図4.4.6）データをみると、
北〜北北西の風が吹いている。また、風速は弱く、図4.4.3でみられる濃度ピークの時刻は、風
速の特に弱い時刻であることがわかる。同様の傾向は、東海・近畿地域で共通してみられる。
（ 2 ）粒子状物質と他項目との比較
PM2.5濃度と Ox、NO2濃度との比較を行った。
図4.4.7に聖賢小学校（大阪市城東区）での PM2.5と Ox 濃度の散布図を示す。相関は認められ
ない。東海・近畿地域の PM2.5測定局で、Ox も測定している局について、同様の比較を行ったと
ころ、相関係数は、−0.02〜−0.52となり、東海・近畿全域にわたって PM2.5と Ox の濃度の相関
は認められないことがわかった。
PM2.5と NO2との関係について、同じく聖賢小学校局での濃度値の散布図を図4.4.8に示す。強
い相関が認められる。Ox と同様に PM2.5と NO2濃度の相関係数を、東海・近畿地域の局で求めた
ところ、表4.4.2のようになった。欠測の多い桑名上野局（三重県桑名市）を除くと、かなり高
い相関が認められる。
同様に、PM2.5と SO2濃度について、聖賢小学校局での散布図を図4.4.9に示す。相関は認めら
れない。同様に求めた、東海・近畿の局での相関係数は、0.20〜0.77となった。
図4.4.10に聖賢小学校局における PM2.5、Ox、NO2 濃度の推移を示す。PM2.5 と NO2 の推移は、
よく似たパターンを示すことがわかる。
（ 3 ）PM2.5成分分析結果
環境省環境研究総合推進費「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5汚染の実態解明と
発生源寄与評価（FY2011-FY2013）
」により、東大阪、滋賀で測定された PM2.5中イオン濃度の推
移を、それぞれ図4.4.11、図4.4.12に示す。最大濃度値を示すことの多い硫酸イオンより、硝酸
イオンが上回っている時刻があることがわかる。
成分分析を行った東大阪局、滋賀局とも、他のガス項目の測定は行っていない。そこで、近傍
にある常時監視局として、東大阪局では、約2km 離れたところにある東大阪市西保健センター局
の濃度を用いることとした。同局の NO、NO2、Ox 濃度の推移を図4.4.13に示す。成分分析デー
タは 3 時間ごとであるため、比較するガス濃度は、該当する時刻の濃度 1 時間値を平均すること
とした。滋賀局については、草津局が一番近いが、琵琶湖の対岸にあるため、比較を行わないこ
ととした。東大阪局での PM2.5中硝酸イオン濃度と、東大阪市西保健センター局の NO2濃度の散
布図が図4.4.14である。相関係数は、0.88となり強い相関を示した。同様に硫酸イオン濃度と
SO2濃度との相関を図4.4.15に示す。相関係数は、0.51となり、相関は弱い。
（ 4 ）PM2.5生成要因について
この時期の高濃度については、その発生が都市域に多いこと、気象条件では、風速が弱く、北
風が多いことから、大陸からの広域移流よりは、ローカルな要因によるものと考えられる。
PM2.5と NO2濃度との相関が強く、また、PM2.5成分に硝酸イオンの割合が多いこと、PM2.5中硝

104

4．高濃度エピソード解析

酸イオン濃度と大気中 NO2濃度との相関が高いことから、この高濃度は、NOx の酸化反応によ
り発生した硝酸イオンの寄与が大きいと考えられる。冬季のエアロゾル中の硝酸イオンについて
は、Kaneyasu が関東平野での調査の中で、NOx- 炭化水素の光化学反応により、O3 の alternative
form として硝酸が生成されることを報告している1）。ここでは、東大阪西保健センター局の NO
がかなり高い（最高で171 ppb）ことから、同様の反応により硝酸イオンの生成が進んだと考え
ることができる。

4.4.4. まとめ
2011年11月27日から30日にかけて西日本から東日本に発生した PM2.5高濃度のうち、東海・近
畿地域については、高濃度の分布、気象条件から、ローカルな要因によると考えられる。また、
硝酸イオン濃度の割合が高く、NO 濃度も高いことから、冬季の弱い紫外線の下で、NOx- 炭化
水素の光化学反応により、硝酸イオンの生成が進んだことが、高濃度の要因と考えられる。
参考文献
1)

N.Kaneyasu et.al.: Chemical forms and sources of extreamly high nitrate and chloride in winter
aerosol pollution in the Kanto Plain of Japan, Atmospheric Environment, 33, 1745-1756 (1999)
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表4.4.1

東海・近畿常時監視局 PM2.5日平均濃度

単位 : μg/m3

ハッチングは環境基準超過

表4.4.2 東海・近畿常時監視局
PM2.5と NO2濃度相関係数

相関係数は、桑名上野局以外、1% 水準で有意である。
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図4.4.1 2011年11月28日17時 SPM 濃度分布
（そらまめくんのデータを国立環境研究所が作図）

図4.4.2

2011年11月28日17時東海・近畿地域 PM2.5濃度分布
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図4.4.3

2011年11月27～30日東海・近畿常時監視局 PM2.5濃度推移

図4.4.4 2011年11月28、29日天気図
気象庁「日々の天気図」より

図4.4.5
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2011年11月27～30日国設大阪局（大阪市東成区）
風向の推移（16方位）
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図4.4.6

2011年11月27～30日国設大阪局（大阪市東成区）
風速の推移

図4.4.7 PM2.5と Ox 濃度散布図
聖賢小学校局（大阪市城東区）

図4.4.8 PM2.5と NO2濃度散布図
聖賢小学校局（大阪市城東区）

図4.4.9 PM2.5と SO2濃度散布図
聖賢小学校局（大阪市城東区）
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図4.4.10

2011年11月27～30日 PM2.5、Ox、NO2濃度（聖賢小学校局）推移

図4.4.11

図4.4.12
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2011年11月27～30日東大阪局 PM2.5成分イオン濃度の推移

2011年11月27～30日滋賀局 PM2.5成分イオン濃度の推移
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図4.4.13

図4.4.14

2011年11月27～30日東大阪市西保健センター局 NO、NO2、Ox 濃度推移

PM2.5中硝酸イオン濃度（東大阪局）と NO2濃度（東大阪市西保健センター局）散布図
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図4.4.15
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PM2.5中硫酸イオン濃度（東大阪局）と SO2濃度（東大阪市西保健センター局）散布図
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4.5. 2012年 1 月中旬粒子状物質高濃度事例（西日本）
大阪府

中戸 靖子

4.5.1. 高濃度事象の概要
2012年 1 月10〜16日にかけて西日本を中心に35 μg/m3を超える PM2.5高濃度が発生した。この
時期の西日本（滋賀県以西）の PM2.5濃度測定値（使用したデータは後述）の推移を図4.5.1、図
4.5.2に示す。10〜11日にかけてと14日にピークを持ち、13日にも小さなピークを持つことがわ
かる。図4.5.1と図4.5.2とを比較すると、10、11日と14日のピークについては、九州と近畿で最
大 8 時間程度の時間差をみせている。
PM2.5濃度測定局での濃度値の全国的な分布を10、11日と14日のピークを示す時刻について比
較したものが、それぞれ図4.5.3、図4.5.4である。10、11日の高濃度は、愛知県以西でみられ、
関東以東の東、北日本では濃度の上昇はみられない。また、14日の高濃度については、愛知県な
どでは、高濃度がみられない。このように高濃度の分布に地域差がみられる。
この期間は、黄砂の飛来は観測されず、気象庁の「過去のデータ」では、時間によって「煙霧」
を観測している。

4.5.2. 使用したデータ
PM2.5質量濃度データについては、環境省大気汚染物質広域監視システム（
「そらまめ君」
）に
よる全国自治体常時監視局測定結果（速報値）
、環境省が試行事業として行った各地の濃度デー
タ及び環境研究総合推進費「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5汚染の実態解明と発
生源寄与評価（FY2011-FY2013）
」による測定値を用いた。自治体の常時監視データについては、
今後の精度管理作業の中で、修正されることがある。
PM2.5成分分析データについては、上記環境研究総合推進費によるサンプルの1/12〜1/16の分析
結果を用いた。分析は、PM2.5 成分測定マニュアルに準拠して行い、イオン成分については、
Thermo Fisher Scientiﬁc 社製 FRM2025で PM2.5を石英ろ紙に採取し、超純水に振とう、超音波処理
により抽出後、イオンクロマトグラフ法により測定した。無機元素は、紀本電子工業㈱社 PM712のテープろ紙もしくは Thermo Fisher Scientiﬁc 社製 FRM2025で PM2.5を採取した石英ろ紙を酸
分解し、ICP-MS 法により測定した。試料採取時間は、都市、都市郊外は 6 時間、遠隔地は12時
間である。測定地点の位置を図4.5.5に示す。

4.5.3. 考察
（ 1 ）気象条件
この時期の天気図を図4.5.6に示す。北日本は厳しい西高東低となっているが、西日本は概ね
高気圧に覆われ、等圧線の幅が広く、穏やかな天気であったことを示している。国設大阪局の風
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速の変化を図4.5.7に示す。濃度が急に低下する11日は、風速が強くなっている。再び濃度が上
昇する14日には、風速が弱くなっており、10、11日と14日とでは、気塊が入れ替わっていると推
測される。NOAA HYSPLIT による後方流跡線解析（太宰府局、松江局、東大阪局を起点とした）
の10日19時及び14日 1 時（いずれも日本標準時間、以下同じ）を起点とした図を図4.5.8、図4.5.9
に示す。いずれも中国大陸からの飛来を示しているが、10日と14日とでは、若干の飛来ルートの
違いがみられる。
（ 2 ）エアロゾル分布状況
国立環境研究所が設置しているライダー観測データのうち、長崎での人為性エアロゾルの高さ
方向の分布と時間的推移を示したものが図4.5.10（ 1 月10日）
、図4.5.11（ 1 月13日）である。
いずれも高度1500m 以下のところにエアロゾルが濃く分布していることがわかる。後方流跡線解
析結果では、日本周辺で、比較的低いところを飛来してきたことが考えられ、ライダー観測デー
タと一致している。
図4.5.12に人工衛星 Terra 搭載のセンサ MODIS による 1 月13日11〜13時の光学的深さ（AOD）
値の分布を示す。MODIS 及び AOD 値の詳細については、別項に示すが、エアロゾルの存在を
示す指標である。この図から、黄海、朝鮮半島、対馬海峡、西日本に至る地域でエアロゾル高濃
度の存在がみられる。
（ 3 ）PM2.5成分分析結果
環境省環境研究総合推進費「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5汚染の実態解明と
発生源寄与評価（FY2011-FY2013）
」により太宰府（福岡県）及び対馬（長崎県）で測定された
PM2.5中硫酸イオン濃度、硝酸イオン濃度の推移を図4.5.13、松江及び隠岐（島根県）の推移を
図4.5.14に、東大阪（大阪府）
、大津（滋賀県）及び京丹後（京都府）の推移を図4.5.15に示す。
太宰府、松江、東大阪、大津はそれぞれ九州、山陰、近畿地方の都市または都市郊外として測定
している地点、対馬、隠岐、京丹後はそれぞれ九州、山陰、近畿地方の、周辺に大気汚染の発生
源がほとんどない遠隔地として測定している地点である。硫酸イオン濃度は、どの都市・都市近
郊と遠隔地のペアにおいても、同じ時刻に上昇し、PM2.5 濃度の変動と一致していた。ただし、
ピーク時の濃度は、太宰府は大陸に近い対馬より低かったが、松江、東大阪では、隠岐、京丹後
より高かった。また、太宰府、松江、東大阪の硫酸イオン濃度の推移を図4.5.16に、対馬、隠岐、
京丹後の濃度推移を図4.5.17に示す。PM2.5の濃度推移と同様なピークの時間差が見られており、
遠隔地では西から東にいくに従ってピーク時の濃度が低下している。
一方、硝酸イオン濃度は、太宰府、対馬では硫酸イオン濃度と同じ時刻に両地点で上昇し、対
馬が太宰府より濃度が高かった。しかし、遠隔地でも隠岐、京丹後は上昇が見られず、都市であ
る松江、東大阪では上昇した。
PM2.5中の Pb/Zn 比は、これまでの研究により現在の日本の都市大気では0.2〜0.3程度であるが、
0.5〜0.6程度を越えると石炭燃焼粒子を主とする広域移流の可能性が高くなることが指摘されて
いる。太宰府及び対馬で測定された Pb/Zn 比の推移を図4.5.18、松江及び隠岐の推移を図4.5.19
に、東大阪、大津の推移を図4.5.20に示す。太宰府及び対馬、松江及び隠岐では PM2.5濃度が上
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昇した13〜14日に Pb/Zn 比が0.5を超えていた。東大阪、大津においても13日21:00〜14日に0.5を
超えていた。また、太宰府、松江、東大阪の鉛濃度の推移を図4.5.21に、対馬、隠岐、京丹後の
推移を図4.5.22に示す。硫酸イオンと同様、PM2.5の濃度推移と同様なピークの時間差が見られ
ており、遠隔地では西から東にいくに従ってピーク時の濃度が低下している。
PM2.5中の V/Mn 比は、これまでの研究により現在の日本の都市大気では0.1〜0.2程度であるが、
石炭燃焼粒子の影響が大きい場合は低く、重油燃焼起源の影響を受けると高くなることが指摘さ
れている。太宰府及び対馬で測定された V/Mn 比の推移を図4.5.23、松江及び隠岐の推移を図
4.5.24に、東大阪、大津及び京丹後の推移を図4.5.25に示す。太宰府及び対馬、松江及び隠岐で
は PM2.5濃度が上昇した13〜14日に V/Mn 比が低くなっていた。東大阪、大津及び京丹後におい
ても13日21:00〜14日に低くなっていた。
以上のことから、13〜14日の PM2.5 濃度上昇は、広域移流の影響を受けていたと考えられる。
また、都市部では地域由来と考えられる汚染が加わっていたと考えられる。

4.5.4. まとめ
2012年 1 月10〜16日にかけて西日本を中心に発生した PM2.5高濃度については、高濃度の発生
が西日本に偏り、濃度ピークの発生時刻に西から東へのずれがみられること、後方流跡線解析の
結果が中国大陸からの飛来を示していること、PM2.5中の硫酸イオン濃度、Pb/Zn 比及び鉛濃度が
PM2.5と同時刻に高い値を示し、濃度については、ピーク発生時刻の西から東への時間差と、ピー
ク濃度の低下がみられることから、東アジア規模の広域移流の寄与が大きいと考えられる。

115

4．高濃度エピソード解析

図4.5.1

図4.5.2

2012年 1 月10～16日東海・近畿地域 PM2.5濃度推移

図4.5.3
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2012年 1 月10～16日九州地方 PM2.5濃度推移

2012年 1 月10日24時全国 PM2.5濃度分布
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図4.5.4

2012年 1 月14日14時全国 PM2.5濃度分布

図4.5.5

西日本測定サイト
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図4.5.6

2012年 1 月10、14日天気図 （気象庁「日々の天気図」より）

図4.5.7

図4.5.8
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風速の推移（国設大阪局）

 012日 1 月10日19時（JST）太宰府局、
2
松江局、東大阪局を起点とした後方流
跡線図
（NOAA HYSPLIT による）

図4.5.9

2 012日 1 月14日 1 時（JST）太宰府局、
松江局、東大阪局を起点とした後方流
跡線図
（NOAA HYSPLIT による）
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図4.5.10

ライダー観測データ人為性エアロゾル分布（2012年 1 月10日長崎）
エアロゾル後方散乱係数（105/（m・Sr））

図4.5.11

ライダー観測データ人為性エアロゾル分布（2012年 1 月13日長崎）
エアロゾル後方散乱係数（105/（m・Sr））
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図4.5.12

2012年 1 月13日11～14時 MODIS（Terra）による AOD 値分布

図4.5.13 太
 宰府及び対馬の硫酸イオン及び硝
酸イオン濃度の推移
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図4.5.14 松
 江及び隠岐の硫酸イオン及び硝酸
イオン濃度の推移
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図4.5.15 東
 大阪、大津及び京丹後の硫酸イオ
ン及び硝酸イオン濃度の推移

図4.5.17 対
 馬、隠岐及び京丹後の硫酸イオン
濃度の推移

図4.5.19

松江及び隠岐の Pb/Zn の推移

図4.5.16 太
 宰府、松江及び東大阪の硫酸イオ
ン濃度の推移

図4.5.18

太宰府及び対馬の Pb/Zn の推移

図4.5.20

東大阪及び大津の Pb/Zn の推移
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図4.5.21 太
 宰府、松江及び東大阪の鉛濃度の
推移

図4.5.23

太宰府及び対馬の V/Mn の推移

図4.5.25 東
 大阪、大津及び京丹後の V/Mn の
推移
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図4.5.22 対
 馬、隠岐及び京丹後の鉛濃度の推
移

図4.5.24

松江及び隠岐の V/Mn の推移
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4.6. 2012年 1 月粒子状物質高濃度事例（北海道）
北海道

秋山 雅行、大塚 英幸

北海道では、1 月19日に札幌で50µg/m3の PM2.5高濃度が観測されるなど、1 月17〜21日にかけ
て比較的高濃度の状態が続いた。この期間の状況について、成分分析を行うとともに北海道、東
北、北陸の他地点データと比較、また、日本各地で高濃度現象が観測された 1 月10日〜16日の状
況と比較しながら、濃度上昇要因について検討を行った。

4.6.1. 気象状況
図4.6.1に 1 月10、12、14、17、19、21日の天気図を示す。期間中は冬型の気圧配置が続き、
札幌、利尻ともに真冬日が続いた。 1 月10〜16日は比較的風が強い状況であったが、17〜21日は
等圧線の間隔が広がり、10〜16日の期間と比較すると風は弱かった。図4.6.2に札幌、利尻の風
配図を10〜16日と17〜21日とに分けて示すが、10〜16日は利尻、札幌ともに西から北西にかけて
の風向が卓越していたのに対し、17〜21日は両地点ともに東から南にかけての風向が主体であ
り、札幌では市中心部からの影響を受けやすい風系であった。

4.6.2. 試料採取および分析
札幌（都市部）
、利尻（遠隔地）において、微小粒子状物質自動計測器（紀本電子工業（株）
（PM-712））を用いて PM2.5、OBC 濃度の連続測定（ 1 時間単位）及び、PM2.5試料採取装置（Thermo
Electron（FRM2025）
）で石英ろ紙を用いて試料採取を行った。FRM2025での試料採取の時間分
解能は札幌 6 時間，利尻12時間である。FRM2025により採取した試料について、ろ紙の1/4を脱
イオン水で抽出し、イオンクロマトグラフ法で水溶性成分（SO42−、NO3−、Cl−、NH4＋、Na＋、
K＋、Mg2＋、Ca2＋）を定量した。また、ポンチを用いて8mmφ に打ち抜いた試料を炭素分析計（DRI
Model 2001 A）により熱分離光学補正法、Improve プロトコルで炭素成分（無機炭素（EC）
、有
）を定量した。なお、EC については利尻の試料で一部欠測が生じたため、以下の
機炭素（OC）
結果では OBC の結果を採用した。無機元素については、PM-712のテープろ紙に捕集したスポッ
トをセラミックカッターを用いて半分に分け、札幌は 6 時間分、利尻は12時間分をまとめてマイ
クロウエーブ分解装置により HNO3、HF、H2O2を加えて高温・高圧分解し、PFA ビーカー中で乾
固後、（2＋98）硝酸で再溶解し、分析に供した。分析項目は Al、Ti、Cr、Fe、As、Sb、Ba、Tl、
Bi、B、V、Mn、Zn、Cd、La、Ce、Pb である。定量は ICP-MS（アジレント7700x）を用い、検
量線法により行った。検量線用標準液には、SPEX 製 XSTC-1、7、8 及び331を混合せずに用いた。
なお、精度管理のため、SRM1648都市大気粉塵と NIESNo.8自動車排出粒子を同様の方法で分析
し、分析値を確認した。
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4.6.3. 結果
（ 1 ）PM2.5濃度
図4.6.3に2012年 1 月10日〜21日の札幌、利尻における PM2.5濃度の変動を示す。また、この 2
地点以外の測定結果についても、北海道エリア（札幌南14条、札幌篠路、札幌月寒中央、旭川北
門、函館万年橋小学校）
、山形、宮城、新潟エリア（宮城名取、酒田若浜、新潟巻、長岡市城岡、
新潟佐渡）、富山、石川エリア（小杉太閤山、立山、石川七尾、石川松任）に分けて図4.6.3に示
した。各地点の PM2.5濃度の変動について、期間Ⅰ：1 月10〜16日、期間Ⅱ：1 月17〜21日に分け
て傾向をみると、期間Ⅰでは富山・石川エリア全域で10〜11日に20µg/m3の濃度を観測、北海道
エリアでは、13〜14日にかけて遠隔地である利尻を含めた北海道内全域で20µg/m3前後のピーク
がみられ、それぞれ汚染物質の移流の影響とみられる現象が確認されたが、濃度レベルはそれほ
ど高くはなく、この期間中は比較的低濃度で各地域とも推移していた。一方、期間Ⅱにおいては、
北海道エリアでは利尻を除く都市域のみ濃度が上昇し、特に旭川では70µg/m3を超える高濃度が、
また、札幌でも40µg/m3を超える濃度が観測された。さらに、山形・宮城・新潟エリアでは17日
に酒田若浜、20日に長岡市城岡で40µg/m3前後の濃度を記録した。このとき、各地点ともに濃度
の時間変化が大きいこと、また、地点において濃度差がみられることから、広域的な汚染塊の流
入による濃度上昇ではなく、各地点独自の発生源の影響が寄与している状況が窺えた。
（ 2 ）水溶性成分及び炭素成分濃度
図4.6.4に札幌、利尻における水溶性成分（SO42−、NO3−、NH4＋）及び炭素成分（OBC、OC）
の濃度変動を示す。期間Ⅰと期間Ⅱとでは濃度出現傾向に違いがあることがわかる。期間Ⅰは各
成分ともに低めに推移する中、13〜14日にかけて札幌、利尻ともに SO42−、OC に明確なピーク
が見られ、OBC でも両地点で若干のピークが観測された。利尻、札幌両地点でピークが出現し
ていることから、この期間の濃度上昇は広域的に汚染気塊が流入したことによるものと推察され
る。一方、期間Ⅱでは利尻において全成分で濃度が低かったのに対し、札幌では多くの成分で濃
度の上昇が確認され、特に NO3−、OBC の著しい濃度上昇が確認された。図4.6.5に期間中の
NO3−/ SO42−比の変動を示すが、期間Ⅰはほとんどが 1 以下であったのに対し、期間Ⅱで比が上
昇し、2 を超えるケースも見られた。PM2.5濃度のピークが見られた13〜14日においても比は0.5
以下であり、13〜14日の濃度上昇と17〜21日の濃度上昇は違う要因が影響していることがこのこ
とからも推察できる。13〜14日の PM2.5の濃度上昇の際には SO42−の濃度上昇が顕著であること、
17〜21日は NO3−、OBC の濃度上昇が顕著であることから、13〜14日は長距離輸送の影響が主体
で、17〜21日は地域内の影響が大きかったものと推察される。風配図から、13〜14日はほとんど
が西側の風系で、大陸からの影響を反映しやすい状況であったのに対し、17〜21日は東〜南の風
が卓越し、札幌では都市域内の影響を強く受けたと考えられ、その結果、PM2.5濃度が上昇した
と推察される。図4.6.6に国設札幌局における大気汚染物質（NO、NO2、SO2、O3）の日平均濃
度の変動を示すが、17日以降は NO 濃度の大幅な上昇が確認されており、このことからも期間Ⅱ
では都市域内発生源の影響を顕著に受けていたものと考えられる。
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（ 3 ）無機元素濃度
図4.6.7に、PM2.5中無機元素の大気中濃度を示す。
10日の札幌、12〜13日の利尻と札幌における PM2.5の上昇時において、10日には Pb、12〜13日
に V、As、Cd、Tl などが上昇していた。また、12〜13日は利尻において As の濃度上昇、V、
Cd、Pb 等の若干の上昇があり、SO42−の 2 地点上昇と合わせ、広域的な現象であると考えられる。
また15〜16日には PM2.5の濃度上昇は認められないが、札幌で Fe、Zn、Mn などが上昇していた。
期間Ⅱの札幌における PM2.5の濃度上昇時においては、OBC や NO3−濃度がこの間を通じて上
昇しているが、元素の挙動を見ると、前半の17〜18日は La、Ce が、後半の20〜21日は V 濃度が
上昇しており、前半と後半では粒子の発生要因が異なっていたと推察される。また15〜21日にか
けては、Sb、Ba、Cd、B、Tl などの元素で若干の濃度上昇が見られ、17〜18日や20〜21日とは
また別の発生要因の存在も窺えた。
10〜21日を通して利尻と札幌の濃度差をみると、Zn、Ba などは札幌が常に高い傾向があり、
これらの元素の都市域内発生源の影響が窺えた。
図4.6.8に、PM2.5中無機元素比を示す。無機元素比は、様々な発生源の影響を示す指標として、
Pb/Zn：大陸からの汚染気塊、V/Mn：重油燃焼、La/V：触媒などのように用いられる。元素比の
変動をみると、次のようになる。
・Pb/Zn は多少の変動はあるものの変動幅は小さく、多くは0.1以下で推移していた。
・V/Mn は20〜21日の早朝に札幌で上昇していた。
・La/V は17〜18日に札幌で上昇していた。
Pb/Zn については、中部−南部日本では、大陸都市大気の影響を受けた場合に0.6程度の高値が
見られ、このような場合に長距離輸送の影響があったと判断されるが、今回そのような高い値が
なかったことから、期間を通して大陸の都市大気由来汚染物質の長距離輸送による影響は低いと
思われる。一方、La/V が17日の午後に高くなっているが、この時間帯の直前まで吹いていた北
風が徐々に東〜南方面の風に変わった後静穏状態となり、SO2濃度の上昇は見られなかったが夕
方からは NO 濃度が上昇した。この時間帯は通勤時間でもあり、自動車排気ガスなどを含む札幌
市街からの気塊の到達とともに PM2.5濃度が上昇したものと考えられる。La の起源としては自動
車排ガス等触媒系発生源の影響が考えられる1）が、未知の発生源の可能性もあり、今後検索を続
けたい。また、20、21日の早朝に札幌で V/Mn が上昇し、この時間帯の風向は東〜南であった。
この時 SO2も若干の上昇を見せており、重油燃焼の影響が示唆される。
13〜14日に札幌と利尻で As が上昇しているが、このときの Pb/Zn 比は0.1前後となっており、
Pb/Zn を上昇させない As の発生源の存在が示唆される。As、Pb 両元素ともに、札幌や利尻の近
辺には大きな発生源が存在しないと考えられ、主に大陸からの汚染気塊に由来すると考えられる
が、これらの比 As/Pb 比をとって挙動を見てみると、この比は期間を通して概ね利尻のほうが高
く、13〜14日には札幌と利尻で上昇している。As/Pb 比が高く Pb/Zn 比の低い発生源として何が
考えられるか文献調査を行ったところ、褐炭2）や亜炭3）またはある種の石炭4）の燃焼や、非鉄金
属精錬業からの排出5）などが考えられ、これらの発生源は札幌及び利尻の近辺には存在しないと
思われることから、13〜14日の濃度上昇は、このような褐炭や亜炭の燃焼等を起源とした越境汚
染の影響が大きかったと推測される。
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以上のことから、13〜14日、17〜18日、19〜21日の PM2.5濃度の上昇は、それぞれ異なる発生
源の影響を受けているものと推察される。
（ 4 ）流跡線解析
図4.6.9に 1 月10日、13日、18日の後方流跡線解析（NOAA HYSPLIT Trajectory Model）の結果
を示す。期間中の流跡線は13日の札幌で中国中央部を通過する流跡線を示した以外は、概ね中国
東北部からロシアにかけての大陸北部からの気塊の流入を示しており、13日を除いては汚染物質
の主要な排出減からの気塊流入の可能性は低いと考えられる。風配図から、期間Ⅰと期間Ⅱとで
異なる風系であったことはすでに述べたが、期間中の後方流跡線に大きな変化がなく、風系の変
化に伴って PM2.5濃度に変化が見られたことから、期間Ⅱの札幌における濃度上昇は地域的な影
響が大きいと考えられ、さらには、期間内の風向の変化により地域内の異なる発生源からの影響
を示す結果になったと推察される。

4.6.4. 北海道内の冬季 PM2.5の出現状況について
（地独）北海道立総合研究機構

環境科学研究センターでは、広域的な PM2.5濃度の長期的変動

傾向の把握、都市域における評価基準データの確保を目的として北海道内バックグラウンド地域
及び都市域の複数地点において長期的に PM2.5濃度の測定を行っている。この結果を用いて、北
海道における冬季の PM2.5濃度の出現傾向について検討した。
試料採取地点は、都市域として札幌、旭川、室蘭及び釧路、バックグラウンド地域として江差
及び根室市落石（以下「落石」
）を選定（図4.6.10）し、ローボリウムサンプラー（新宅機械製）
により吸引流量20l/min の条件下で石英繊維ろ紙上に 2 週間毎または半月毎に PM2.5試料を採取し
た。また、粒子の分級方法としてニールインパクターを用いた。測定期間は、2010年 4 月〜2012
年 3 月である。
試料採取前後のろ紙の秤量は21.5℃（±1℃）
、35％（±5％）の条件下で行った。また、秤量
感度は0.01mg である。
年間を 4 季（春：3 〜 5 月、夏：6 〜 8 月、秋：9 〜11月、冬：12〜 2 月）に分け算出した
PM2.5平均濃度と、都市域各地点及び江差の対落石濃度比を図4.6.11に示す。
都市域と落石の濃度比を見ると、PM2.5濃度の低い夏は 2 程度の濃度比で、濃度がやや上昇す
る春においても濃度比は夏と大きな差は見られないことから、春の濃度上昇は広域的な現象によ
るものと予想される。それに対し、冬の濃度比は顕著に増加し、特に旭川、室蘭では 4 程度まで
上昇することがわかった。濃度を見ても、落石では夏から冬にかけて5µg/m3程度でほとんど変動
していなかったのに対し、室蘭、旭川では冬に15µg/m3を超える濃度が検出されており、特に旭
川では夏との濃度差が非常に大きいことがわかる。このことから、北海道都市域における冬季の
濃度上昇は地域的な発生源の寄与が大きいことを示唆するものと考えられ、地理的に内陸に位置
する旭川では逆転層の形成により汚染が滞留しやすいこと、冬の最低気温が−20℃を下回り寒さ
が厳しく暖房使用による燃料の消費が大きくなること、降雪による路面凍結、車線減少による交
通渋滞の発生など複数の要素が重なり、冬の濃度が高くなっているものと推察される。この結果
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からも、積雪寒冷地における冬の PM2.5濃度の上昇が確認されており、PM2.5対策として冬の発生
源対策が非常に重要であることが示された。なお、札幌では旭川、室蘭で見られたような極端な
冬の濃度上昇がみられないが、これは測定点が札幌中心部の北西側に位置していることから、北
西からの冬の季節風が卓越する状況下では市内中心部の影響を受けづらいことが原因と考えられ
る。しかしながら、冬型の気圧配置が弱まり風系が南寄りとなった場合や静穏時などは NO2など
の大気汚染物質濃度の上昇が確認されていることから、気象要因が PM2.5の濃度変動に大きく影
響しているものと推察される。また、室蘭が冬季に高濃度となる要因としては夏と冬とで卓越す
る風系が変化することが挙げられ、北西の風系が卓越する冬には測定点の西から北側に存在する
鉄鋼業などの固定発生源の影響を受けやすい状況であることが冬の濃度上昇をもたらしているも
のと推察される。
すでに述べた2012年 1 月17〜21日に札幌、旭川で観測された高濃度は、こうした積雪寒冷地特
有の原因による濃度上昇の一例と考えられ、成分分析及び発生源寄与解析により積雪寒冷地特有
の発生源の寄与を明確にすることが重要であり、そのためにも暖房設備等の発生源データの確保
が必要不可欠である。
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図4.6.1

地上天気図（ 1 月10、12、14、17、19、21日）
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図4.6.2

風配図（札幌、利尻－1月10～16日、1 月17～21日）

図4.6.3
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PM2.5濃度の変動（ 1 月10日～21日）
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図4.6.4

水溶性成分濃度の変動（利尻、札幌

1 月10～21日）

図4.6.5

NO3－/SO42－成分濃度比の変動（札幌

1 月10～21日）

図4.6.6

大気汚染物質濃度の変動（国設札幌

1 月10～21日、日平均値）
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図4.6.7
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PM2.5中無機元素の大気中濃度
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図4.6.8

図4.6.9

PM2.5中無機元素比

後方流跡線解析結果（スタートポイント：札幌、利尻1/11、13、19

9:00

上空800m）
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図4.6.10

図4.6.11
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試料採取地点図

都市域とバックグラウンド地域（落石）の季節別平均濃度及び濃度
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4.7. 2012年 5 月粒子状物質および光化学オキシダント高濃度事例
山口県

長田 健太郎、福岡県

山本 重一

2012年 5 月 7 日において、九州北部沿岸を中心に広域で光化学オキシダント（以下、Ox）の
濃度が高くなる状況が発生した。また、同時に浮遊粒子状物質（以下、SPM）
、微小粒子状物質（以
、五島
下、PM2.5）の濃度も上昇した。Ox 濃度について、元岡局［福岡市］や糸島局［福岡県］
局［長崎県］で未明から100ppb を超え、10時に元岡局［福岡市］で126ppb を観測し、周辺測定
局でも高濃度を観測したことで、福岡県は10時40分に福岡市西部を対象地域とした光化学オキシ
ダント注意報を発令した。その他周辺自治体において注意報発令はなかったが、島根県、山口県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県の広範囲で100ppb を超える高濃度が観測された。福
岡県における発令は 3 年ぶりだが、2006年から九州北部のいずれかの自治体において毎年注意報
が発令されている現状である。SPM 濃度については、今宿局［福岡市］で 7 日の 2 時に100μg/m3
を超え、その後 9 時から次第に100μg/m3を超える測定局が増加していった。100μg/m3を超える測
定局はそのほとんどが岡山県より西側であり、20時には73局と広範囲で100μg/m3を超過した。そ
して翌 8 日の14時まで100μg/m3を超える高濃度が観測された。PM2.5については、長門局［山口県］
で 9 時に日平均値の環境基準35μg/m3の 2 倍である70μg/m3を超え、12時には100μg/m3を超えた。
100μg/m3を超えた観測局は山口県と福岡市に集中し、翌 8 日は山口県と香川県で100μg/m3を超え
ていた。なお、この事例において西日本で PM2.5の測定結果が得られた自治体は広島県、山口県、
香川県、熊本県、福岡市である。

4.7.1. 気象・汚染概況
（ 1 ）気象概況
5 月 6 日〜 8 日の 9 時の天気図を図4.7.2に、中国・四国及び九州地方の一般環境測定局にお
ける地上風向風速ベクトル図を図4.7.3に示す。天気図より、6 日に東シナ海に中心を持つ移動
性高気圧が東進し、7 日に九州南岸、8 日には太平洋へ抜けた。 7 日から 8 日にかけては日本海
の低気圧や気圧の谷の影響を受け、雲が広がりやすく日照時間は少なかった。
地上風向風速ベクトル図より、6 日から 8 日にかけて中国・四国及び九州地方の広い範囲で離
島や沿岸部で風が強かった以外は風速が小さく、期間を通じて穏やかであった。
気象概況の特徴としては、6 日から 7 日にかけて移動性高気圧が東シナ海から九州南岸を東進
しており、高気圧の縁辺流によって大陸からの気塊が流入する典型的なパターンであった。
（ 2 ）汚染概況
5 月 6 日〜 8 日で特徴的な Ox 濃度を観測した日時の西日本における分布を図4.7.4に示す。
7 日は 3 時に糸島局［福岡県］
、4 時に元岡局［福岡市］
、新西局［福岡市］で100ppb を超え、10
時には糸島局［福岡県］と元岡局［福岡市］で120ppb を超過したため福岡県で注意報が発令さ
れた。この日、100ppb を超えた地域は鹿児島県、沖縄県を除く九州全域と島根県、山口県の日
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本海沿岸部に集中していた。 8 日も Ox 濃度は大分県、宮崎県などの九州の東側と中国・四国地
域で80〜100ppb の高濃度 Ox が観測された。

4.7.2. 中国・四国及び九州地域の解析
中国・四国及び九州地域において、この解析対象期間における高濃度オキシダントの要因につ
いて解析を行った。解析の項目としては、
（ 1 ）大気汚染常時監視データによる Ox 濃度の状況、
（ 2 ）米国海洋大気庁（NOAA）の HYSPLIT による後方流跡線、
（ 3 ）PM2.5の状況である。
（ 1 ）Ox 濃度の状況
中国、四国及び九州地方で100ppb を超えた測定局のうち島根県、山口県、福岡市、佐賀県、
長崎県、熊本県、大分県の各県市 Ox 最高濃度観測局における Ox 濃度経時変化を図4.7.5に、各
測定局の正式名称と略称を表4.7.1に、位置を図4.7.1に示す。Ox 濃度は一般的に日射のある時
間帯に濃度が上昇し、夜間は濃度が減少する日周変動を示し、この期間においても概ねこの傾向
が見られたが、夜間に濃度が低下せず、上昇しているケースも見られた。
5 月 6 日は最高濃度が60〜90ppb で、日没とともに濃度は低下傾向にあったが、夜間、壱岐局
［長崎県］や五島局［長崎県］
、唐津局［佐賀県］
、阿蘇局［熊本県］では60ppb、その他でもほと
んどの測定局で40ppb を超過した状態が継続していた。5 月 7 日は広域で100ppb を超過しており、
その100ppb を超える濃度に至る上昇は、五島［長崎県］では未明から、大田局［島根県］では
午後からと時間差を生じながら西から東へ移行していた。このことは後に述べる後方流跡線解析
でも裏付けされている。なお、元岡局［福岡市］で10時に126ppb を観測し、その周辺測定局で
も高濃度の Ox を観測したことから福岡県は10時40分に福岡市西部で光化学オキシダント注意報
を発令した。日中は100ppb を超える高濃度が継続したが、日没後は濃度が低下した。 5 月 8 日
の未明には日射がないにもかかわらず広域で小規模な濃度上昇が見られた。この現象は小さな汚
染気塊が域外から移流したことを示唆している。その後は朝にかけて濃度が減少し、日中は再び
濃度が上昇した。阿蘇局［熊本県］では120ppb 近くまで濃度が上昇したが、その他の地点は最
高濃度が前日より低く、五島局［長崎県］や壱岐局［長崎県］のような離島の他、唐津局［佐賀
県］では明確な濃度ピークが見られなかった。 5 月 9 日は Ox 濃度が低下し、最高濃度が100ppb
を超えることはなかった。福岡県における硫酸イオンが 7 日は30μg/m3を超える高濃度であった
が、SO2については10ppb を超えるような高濃度を観測しておらず、反応の進んだ汚染気塊が移
流して来たものと考えられる。この高濃度事例では①移動性高気圧の通過を示す、②夜間の濃度
が80ppb を越すような高濃度をいずれかの局で示している、③硫酸イオンの濃度が20μg/m3を越
すか近い値となっている、④離島での Ox 濃度が120ppb を超す値となっている などの特徴に加
え、流跡線が大陸からの流れを示しており、移流の影響が大きいとみられる。
（ 2 ）後方流跡線解析
表4.7.1に示した観測局における 5 月 6 日〜 9 日の正午における後方流跡線を図4.7.7に示す。
計算は高度500m における三次元法で遡及時間を96時間とした。 5 月 6 日は中国地方や九州北部
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ではロシアから中国東北部、遼東半島、朝鮮半島を、九州中部や五島局［長崎県］は山東半島付
近から東シナ海を経由して到達していた。 5 月 7 日は全ての地点で山東半島と上海の間から東シ
ナ海を経由していた。 5 月 8 日は大田局［島根県］でロシアから中国東北部、朝鮮半島を縦断し
て到達し、その他は大陸東岸付近から東シナ海を経て到達していた。 5 月 9 日は大田局［島根県］
で北京付近から渤海、黄海を経て朝鮮半島南岸をかすめて到達しており、その他はほぼ 5 月 8 日
と同じであった。
後方流跡線と Ox 濃度との関係で、過去、2006年 5 月30日、2007年 4 月26、27日、5 月 8、9 日、
5 月27日の Ox 高濃度事例においても今回 5 月 7 日と類似した後方流跡線であり、気塊の経路が
Ox 濃度の上昇と関連していることを示唆している。
（ 3 ）PM2.5の状況
5 月 7 日 に は 九 州 北 部 で 朝 か ら PM2.5 の 濃 度 上 昇 が 始 ま り、 九 州 地 域 で は 時 間 値 で 最 高
103μg/m3まで上昇した。中国四国地域では 7 日の昼頃から濃度上昇が始まり、7 〜 9 日は時間値
で100μg/m3を超える自治体が多く、最高濃度は 9 日の125μg/m3であった。高濃度地域は時間と共
に西から東に移動したが、九州地域よりも中国四国地域が高濃度となった。さらに 8 〜 9 日には
近畿地域で、9 日には東海や関東地域で最高濃度となったが、濃度ピークはブロードで最大濃度
も時間値で100μg/m3以下であった。なお、西日本各地で視程が2 km 未満となり、気象庁は黄砂
ではなく煙霧としている。
この高濃度事例と同じ時期に周南局［山口県］
（高濃度地域）と萩局［山口県］
（バックグラウ
ンド）で PM2.5の成分分析を24時間毎に行った。その結果、7 〜10日の PM2.5高濃度時は10〜21日
の平常時と比べ炭素成分の OC、EC 濃度が高く、特に EC の増加が著しく、周南局［山口県］で
は平常時の2.7倍、バックグラウンド局である萩局［山口県］は4.8倍と顕著に増加していた（表
4.7.2）。イオン成分も平常時より濃度が高く、特に SO42−と NH4＋の増加が目立ち、周南局［山
口県］では SO42−と NH4＋を合計すると約40μg/m3を占め、萩局［山口県］では約50μg/m3を示して
おり（図4.7.8）
、高濃度地域でもバックグラウンド地域でも同様な汚染があったことが明らかに
なった。
無機元素成分でも同様で、2011年春季の平常時平均に比べ今回の高濃度時には高濃度地域と
バックグラウンドで同程度の濃度となり、特に Zn、Mn、Pb、Fe 等が著しく増加する傾向がみ
られた。
このように、EC、SO42−とそのカウンターイオンである NH4＋、重金属類の増加はいずれも人
為起源であることを示唆している。

4.7.3 まとめ
2012年 5 月 7 日から 8 日において、西日本の特に九州北西部を中心に高濃度の光化学オキシダ
ントと SPM、PM2.5を観測し、7 日は福岡県で光化学オキシダント注意報が発令された。福岡県
の発令は 3 年ぶりであり、高濃度オキシダントの発生要因について解析を行った。
5 月 6 日から 7 日にかけては、移動性高気圧が東シナ海から九州南岸を東進し、高気圧の縁辺
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流によって大陸からの気塊が流入した地域で Ox 濃度が上昇する典型的なパターンであった。
100ppb を超える高濃度観測局は島根県から熊本県までの広い範囲で観測され、その中で、7 日に
福岡県西部で Ox 濃度が120ppb を超過し、光化学オキシダント注意報が発令された。特に夜間早
朝で100ppb を超える Ox 濃度を広域で観測し、離島や郊外では、日射量が少なく、周辺に大規模
な事業場のない状況で100ppb を超過したことから地域外からの長距離移流による影響が大きい
と考えられた。また、福岡県における硫酸イオン濃度が 7 日は30μg/m3を超える高濃度であった
が、SO2については10ppb を超えるような高濃度を観測しておらず、反応の進んだ汚染気塊が移
流して来たものと考えられる。
また、同時に高濃度の SPM、PM2.5も観測されており、特に PM2.5の成分分析から人為起源とみ
なされる EC、SO42−と NH4＋ Zn、Mn、Pb、Fe 等が著しく増加していた。今後はさらに成分分析
の測定局を増やし、同期観測を行うことで、Ox や SPM、PM2.5の高濃度事例の原因を究明できる
と思われる。

表4.7.1

表4.7.2
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図4.7.1

各測定局の位置

図4.7.2

天気図
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図4.7.3
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高濃度日における中国、四国及び九州地方の一般環境大気測定局における風向風速ベクトル図
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図4.7.4

Ox 濃度分布図
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図4.7.5
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Ox 濃度の経時変化図（上：中国地方、下：九州地方）
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図4.7.6

SPM 濃度の経時変化図（上：中国地方、下：九州地方）
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図4.7.7
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高濃度日における中国及び九州の後方流跡線（上：中国地方、中・下：九州地方）
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図4.7.8

イオン成分濃度

図4.7.9

高濃度時の風景
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5 ．発生源寄与割合解析
5.1. 全国の PM2.5成分組成データを用いた発生源寄与解析
茨城県

鴨志田 元喜

5.1.1. はじめに
大気エアロゾルの発生源を推測する方法として、Chemical Mass Balance（CMB）モデルや
Positive Matrix Factorization（PMF）モデルといった、エアロゾルの成分組成から発生源寄与を推
定する、いわゆるレセプターモデルが広く活用されている。CMB モデルは発生源プロファイル
と観測データの質量収支から発生源寄与を推定するモデルで、あらかじめ設定した発生源の寄与
を厳密に推定できる反面、未知の発生源に関しては評価できず、また計算結果は発生源プロファ
イルの信頼性に大きく依存する。一方、PMF モデルは多数組の観測データセットの変動要素か
ら、共通する変動パターンを抽出し、因子寄与と因子プロファイルに分解するモデルであり、観
測データセットの再現性がよく、また発生源プロファイルを必要としない点が魅力的なモデルで
ある。しかしながら、PMF モデルでは類似する複数の発生源が同一因子に混在する、または一
つの発生源が複数の因子に分かれるといった問題や、因子の解釈に解析者の主観が介在するなど
の問題がある。PMF モデルを用いて精度の高い発生源解析を行うためには、時間、空間、粒径
分解能が高く、指標性の高い多数の成分を含んだ観測データベースが要求される。
本Ⅱ型共同研究に先行して、環境省により実施された『環境省微小粒子状物質等暴露影響調査』
では、2001年〜2009年にかけて、全国延べ19地点でアンダーセンローボリュームエアーサンプ
ラー（以下 ALV）による大気エアロゾルの多粒径サンプリングが実施された。同時にこの調査
では無機元素成分の放射化分析による多成分同時測定が実施されていることなどから、PMF モ
デルによる発生源解析には適した観測と言える。本章では、この調査の観測データベースに対し
て PMF モデルを適用した結果について報告する。

5.1.2. 観測
環境省微小粒子状物質暴露影響調査の中で実施された、大気中粒子状物質の粒径別質量及び成分
濃度の観測結果の中から、サンプリング及び分析方法の均一性等が認められたデータに対して
PMFモデルを用いた発生源解析を試みた。以下、解析に供したデータの観測方法についてまとめる。
モデル解析に供したデータは図5.1.1に示す一般環境大気測定局11地点及び自動車排出ガス測定
局 2 地点で、2002年〜2009年の各季節に観測されたデータである。試料採取は ALV による 9 段分級
捕 集（dp＜0.43μm、0.43-0.65μm、0.65-1.1μm、1.1-2.1μm、2.1-3.3μm、3.3-4.7μm、4.7-7.0μm、7.011μm、＞11μm）の 2 台並行捕集により実施され、捕集期間は14日間の連続捕集とされた。フィルター
は、片方の ALV にはポリエチレンフィルタ（ 8 段、φ80 µm、Sumitomo Chemical）及びテフロンフィ
ルタ（バックアップ 1 段、φ80 µm、Sumitomo Electric）が使用され、もう片方の ALV には石英繊維フィ
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ルター（ 9 段、φ80 µm、2500QAT-UP、Pallﬂex）が使用された。分級捕集したサンプルの内、5 粒径（dp
＜0.43μm、0.43-0.65μm、0.65-1.1μm、1.1-2.1μm、2.1-3.3μm）が成分分析の対象とされ、ポリエチレ
ンフィルタ及びテフロンフィルタで質量濃度及び無機元素成分が、石英繊維フィルターでイオン成
分、炭素成分が分析された。質量濃度は温度21.5±1.5℃、湿度35±5％の条件で恒量及び秤量が行わ
れた。無機元素成分については、放射化分析法により Na、Al、Cl、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、
Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Br、Rb、Mo、Ag、Cd、Sb、I、Cs、Ba、La、Ce、Sm、Hf、W、
Hg、Th の分析が行われた。イオン成分は超純水による抽出後イオンクロマトグラフ法により Cl−、
NO3−、SO42−、Na＋、NH4＋、K＋、Mg2＋、Ca2＋ の分析が行われた。炭素成分は熱分離光学補正法
（IMPROVE 法）により EC と OC の分析が行われ、質量濃度を含めて計44成分の分析が行われた。

5.1.3. PMF モデルへの投入
（ 1 ）観測データセットの整理
使用したモデルは EPA PMF（v3.0）で、モデルに投入するデータセットは、上記観測で得ら
れた全データをひとつのデータセットにまとめたものとした。この観測データセットは、以下の
方法で検証した。
観測で得られたデータの内、粒径が2.1μm 以下のデータを足し合わせたものを PM2.1とし、PM2.1に
ついてイオンバランスの評価及びケミカルマスクロージャーモデルによる評価を行った。イオンバラ
ンスの評価ではアニオンとカチオンで±20％以上の誤差があったサンプルを除外し、ケミカルマスク
ロージャーモデルによる評価では計算値と観測値で±20％以上の誤差があったサンプルを除外した。
モデル投入にあたっては、まずデータセットの各成分に対して不確かさ及び方法検出下限値
（以下 MDL）を与える。不確かさ及び MDL については観測結果から値が得られなかったことか
ら、不確かさは全ての成分について15％とし、MDL は各成分の最小値を有効数字 1 ケタに丸め
た値とした。
次いで各成分を Strong（調整なし）
、Weak（不確かさを 3 倍にする）
、Bad（モデルから除外）の 3
つのカテゴリーに分類して不確かさを調整する。不確かさの大きな成分は、モデルの解に及ぼす重
みが小さくなる。カテゴリー分類では、まずイオン成分と無機元素成分で重複する成分について、
分析の安定性からイオン成分を解析に用いることとし、無機元素成分を Bad とした。次いで、各成
分の ND の割合（以下％ND）より、％ND が 2 〜10％の成分を Weak、10％以上の成分を Bad とした。
さらに PMF モデルの予備解析を繰り返し行い、計算値と観測値の関係が決定係数 R2＜0.5となった
成分を Weak とするなど最適な解が得られるよう各成分の不確かさを調整した。なお、Cd、Ba につ
いては％ND が10％以上であったが、発生源の指標性が高い成分であることから Weak として解析に
含めた。また質量濃度（以下 PM）についても、解析結果の妥当性を評価するため Weak として解析
に含めた。さらにExtraModelingUncertaintyのパラメータで 5 ％の不確かさを各成分に対して付与した。
上記により検証された観測データセットを表5.1.1にまとめた。
（ 2 ）因子の抽出
上記観測データセットを用いた PMF モデル解析を、因子数を変化させて繰り返し行い、得ら
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れた最適解の Q 値（Q（Robust）及び Q（True）
）と Q
（Theory）の評価により因子数を決定した。
Q
（Robust）、Q（True）
、及び Q（Theory）の定義は、以下のとおり。
Q（Robust）
：外れ値を除外して算出された Q 値
Q
（True）：全試料を使って算出された Q 値
Q
（Theory）
＝
（試料数×成分数）
−因子数×
（試料数＋成分数）
これら Q 値の推移を図5.1.2に示す。図5.1.2の Q
（Robust）
、Q（True）と Q
（Theory）の交点から、
因子数は 7 〜 9 が適当であると判断した。さらに、それぞれの因子数での最適解の因子プロファ
イルを確認したところ、因子数 8 以上では PM の関与しない因子が出現したため、因子数 8 以上
は不適と判断し、因子数を 7 と決定した。
（ 3 ）モデル計算結果の妥当性評価
因子数を 7 としたときの、モデル計算結果の妥当性について、イオンバランス、観測データの
再現性から評価を行った。
①イオンバランス
因子 1 〜 7 のイオン当量を表5.1.2に示す。因子 1 及び因子 5 はイオンバランスが±20％の範
囲に収まらなかったが、イオン当量自体が低く、イオン成分は主成分ではないためと考えられる。
一方、イオン当量が高く、イオン成分が主成分と考えられる因子 3 及び因子 4 のイオンバランス
は±20％の範囲に収まり、良好な結果であった。その他因子 2、因子 6 及び因子 7 についても、
イオンバランスは良好であった。以上の結果から、イオンバランスはおおむね良好と判断した。
②観測成分の再現性
PM 及び主要成分である OC、EC、SO42−、NO3−、Cl−、NH4＋の観測値と、PMF モデルによる
計算値を比較し、モデル計算の再現性を検証した。観測値と計算値の関係を図5.1.3に示す。
PM の観測値と計算値の相関係数は、0.89と高く、また傾きも0.92となり、計算値は高い再現性
を示した。炭素成分については、ディーゼル車の指標となる EC は相関係数0.96、傾き0.89とよい
再現性を示したものの、OC は相関係数0.69、傾き0.84と再現性は低かった。OC の再現性が低く
なる要因として、OC の再飛散やガス状 OC の石英繊維フィルターへの吸着など、アーティファ
クトの影響を受けやすい成分であることが一因として考えられる。イオン成分については、Clを除いて、相関係数は0.92〜0.95、傾きは0.92となり、高い再現性を示した。Cl- について、相関
係数が0.78、傾きが0.64と再現性は低かったが、この要因として海塩粒子中の Cl- がクローリンロ
スにより失われるなど、移送過程でプロファイルに変化が生じることが一因として考えられる。

5.1.4. PMF モデルによる発生源解析の結果
（ 1 ）発生源の推定
図5.1.4に各因子のプロファイルを因子間の相対比で示す。各因子に振り分けられた成分の割
合から、因子毎に発生源を推定する。因子の推定結果も図5.1.4に合わせて示した。
因子 1 は EC 及び V が多く配分されていることから、ディーゼル車＋重油燃焼の因子と推定し
た。因子 2 は As、Se、Br、Cd、Hg が多く配分されていることから、石炭燃焼＋廃棄物焼却の因

146

5．発生源寄与割合解析

子と推定した。因子 3 は SO42−と NH4＋が多く配分されていることから、硫酸系二次生成粒子を
主成分する因子と推定した。因子 4 は NO3−と Cl−が多く配分されていることから、硝酸＋塩化
物系二次生成粒子を主成分とする因子と推定した。因子 5 は Zn が多く配分されており、さらに
ブレーキダストの指標となる Cu、Sb が多く配分されていることから、道路粉じん＋ブレーキダ
ストと推定した。因子 6 は Ca2＋、Al、Sc、Sm が多く配分されていることから、土壌粒子と推定
した。因子 7 は Na＋及び Mg2＋が多く配分されていることから、海塩粒子と推定した。
（ 2 ）粒径別発生源寄与濃度の推移
各粒径における発生源寄与濃度の推移（全地点の平均値）を図5.1.5に示す。図中の「その他」
は質量濃度の観測値から因子寄与濃度の合計値を引いた値である。
0.43µm 以下の粒径は、PM2.1 中では最も質量濃度の高い粒径となっており、その他を除くと、
ディーゼル車＋重油燃焼と硫酸系二次生成粒子の寄与が大きくなっていた。ディーゼル車＋重油
燃焼の因子寄与はこの粒径に集中しており、経年的に明らかな減少傾向にあった。
0.43〜0.65µm、0.65〜1.1µm の粒径では、硫酸系二次生成粒子の寄与割合が最も大きく、硝酸
＋塩化物系二次生成粒子、及び石炭燃焼＋廃棄物焼却の因子寄与濃度もこの粒径で高くなる傾向
にあった。
1.1〜2.1µm、2.1〜3.3µm の粒径では、土壌、海塩粒子など粗大領域の粒子が混入していた。硫
酸系二次生成粒子は、2.1µm 以上の粒径にはほとんど寄与がなかった。2.1〜3.3µm の粒径に現れ
ているピークは、全て春季に観測されたものであり、土壌粒子の増加が同時に観測されている。
特に2002年の大きなピーク時には、大規模な黄砂が観測されていた。
全体でみると、硫酸系二次生成粒子の寄与割合が最も大きく、ディーゼル車＋重油燃焼が経年
的に減少傾向にある以外は、明確な経年変化を示す因子はなかった
（ 3 ）地点・季節別発生源寄与濃度の推移
各調査地点における PM2.1中の発生源寄与割合を季節別にグラフ化したものを図5.1.6に示す。
ディーゼル車＋重油燃焼は、季節別にみると秋季、冬季に濃度が高くなる傾向にあった。地点
別では、札幌、仙台で濃度が低く、自排局や関東・大阪などの大都市圏で濃度が高くなる傾向に
あった。経年的に全ての季節で濃度の減少がみられている。
石炭燃焼＋廃棄物焼却は、西日本と東日本を比較すると、西日本で濃度が高くなる傾向にあり、
石炭依存の大きい中国など大陸からの越境汚染の影響を受けているものと推測される。季節別には
夏季に濃度が低下する傾向がみられたが、夏季は太平洋高気圧からの南風が多くなるため、越境汚
染の影響が少なくなると考えられる。倉敷では夏季を含めて濃度が高い傾向にあり、近傍に存在す
る石油化学コンビナートや製鉄所などのローカルな発生源の影響を受けているものと考えられる。
硫酸系二次生成粒子は、夏季に全ての地点で濃度が高くなっており、光化学反応の活性化によ
り二次生成粒子が増加した結果と考えられる。西日本では、東日本と比較して濃度が高い傾向に
あり、大陸からの越境汚染が一因として考えられる。
硝酸＋塩化物系二次生成粒子は秋季・冬季に濃度の増加がみられ、特に関東や大阪府などの大
都市圏で高くなる傾向がみられた。
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道路粉塵＋ブレーキダストは関東・大阪などの大都市圏で濃度が高く、また秋季・冬季に濃度
が増加する傾向が見られた。

5.1.5. まとめと今後の課題
大気エアロゾルの発生源を推定するレセプターモデルの中で、PMF モデルはあらかじめ発生
源を想定する必要がなく、発生源プロファイルを必要としない点が魅力的なモデルである。しか
しながら、このモデルでは発生源の混在・分離や、発生源の推定に解析者の主観が解析に介在す
るなどの問題点があり、精度の高い解析を行うためには、観測データセットのバリエーションが
鍵となる。環境省微小粒子状物質暴露影響調査で得られた観測データセットは、空間分解能、粒
径分解能、成分数、データの継続性において優れていることから、この観測データセットに対し
て PMF モデルを適用した。
PMF モデル解析の結果、抽出された因子数は 7 つで、各因子中のイオンバランスは、イオン
を主とする因子について良好な結果であり、また主要成分の観測値の再現性は OC、Cl- を除い
て良好な結果であった。抽出された 7 つの因子の発生源は、それぞれの因子に振り分けられた成
分の割合から、
「ディーゼル車＋重油燃焼」
、
「石炭燃焼＋廃棄物焼却」
、
「硫酸系二次生成粒子」
、
「硝
酸＋塩化物系二次生成粒子」
、
「道路粉じん＋ブレーキダスト」
、
「土壌粒子」
、
「海塩粒子」と推定
された。
ディーゼル車＋重油燃焼の寄与濃度は、0.43µm 以下の粒子に集中しており、経年的に減少傾
向にあった。また北海道・東北地方では濃度が低く、自排局や関東及び大阪の大都市圏で濃度が
高くなる傾向にあった。関東や大阪などの大都市圏では、硝酸＋塩化物系二次生成粒子や、道路
粉塵＋ブレーキダストの寄与も大きくなる傾向にあり、自動車を中心とする人為起源の発生源の
影響が大きいものと推察された。硫酸系二次生成粒子の寄与濃度は夏季に高く、また東日本と西
日本で比較すると、西日本で高くなる傾向にあった。石炭燃焼＋廃棄物焼却の因子も同様に西日
本で寄与が大きくなる傾向にあり、石炭依存の大きい中国など大陸からの越境汚染の影響を受け
ているものと推測される。
本報における PMF モデル解析では、解析結果のイオンバランス・観測値の再現性の評価も良
好であり、因子プロファイル、粒径・季節・地点別の寄与濃度など合理的な結果を得ることがで
きた。しかしながら、PMF モデルの課題でもある、同一因子への複数の発生源の混在などの問
題は残したままである。また今回使用したデータは、時間分解能が14日間と長く、高濃度イベン
トの解析には適さない。近年における PM2.5の観測では、一日もしくはそれ以下の時間分解能で
の観測が主流になってきており、これら時間分解能の高いデータを使用することで、発生源因子
の抽出・分離精度を高めることができると期待でき、また常時監視データや後方流跡線解析など
と組み合わせることによって、より詳細な解析が可能となるものと期待できる。今後の PMF モ
デルの展望として、CMB モデルへの疑似的発生源プロファイルの提案や、PMF モデルで得られ
た因子プロファイルを CMB で分解するなど、PMF と CMB を組み合わせた解析も有効であると
考えられる。これらの解析を行うためにも、現況に即した発生源プロファイルの整備・更新は不
可欠であるといえる。
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表5.1.1

各粒径における観測成分の平均濃度と標準偏差、及び各成分の PMF モデル投入パラメータ

表5.1.2

PMF モデル解析で得られた各因子のイオン当量
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図5.1.1

PMF モデル解析に供したデータの観測地点

図5.1.2
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因子数を変化させた時の Q 値の推移
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図5.1.3

モデル計算値と観測値の関係
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図5.1.4

図5.1.5
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因子プロファイルと発生源の推定結果

粒径別因子寄与濃度の全地点平均値の推移
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図5.1.6

各観測地点における季節毎の PM2.1中の因子寄与濃度の推移
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6 ．研究グループの活動
6.1. データベース解析
名古屋市

大野 隆史

（ 1 ）基本解析
基本解析は共通した方法で、各自治体の Ox、SPM（PM2.5）等の時間的・空間的な汚染特性・
実態を自ら把握し、さらには地域グループ内での比較、他地域との地域間比較等を行い、Ox、
SPM（PM2.5）等の地域特性を解明することを目的とした。
前期の基本解析においては、作業内容が膨大で煩雑であったためそれを見直し、最低限必要と
考えられる解析項目に絞る検討を行った。前期と同様に共通の集計解析プログラムを用い、2009
年度までの常時監視時間値データについて以下の項目に絞った解析を行い、併せて従来通りの属
性調査も行った。廃止した作業内容としては、平年値との偏差の確認、5 年間移動平均グラフの
作成、時間数・時間率の重複、Ox 60 ppb（SPM 100μg/m3）以上月別時間率の経年変化の把握、
各物質間の相関関係の把握等であり、作業量としては前期の半分以下に軽減した。
＜経年変動の把握＞
・Ox 年平均値・月平均値の経年変化
・Ox 年最大値の経年変化
・Ox 60 ppb 以上時間率の経年変化
・Ox 濃度ランク別時間数の経年変化
・SPM 年平均値・月平均値の経年変化
・SPM 100μg/m3以上時間率の経年変化
・PO 年平均値・月平均値の経年変化
・NOx 年平均値の経年変化
＜経月変動の把握＞（経月変動は全て二期（1990-1994年、2005-2009年）比較を含む）
・Ox 月平均値の経月変動
・Ox 60 ppb 以上時間率の経月変動
・SPM 月平均値の経月変動
・SPM 100μg/m3以上時間率の経月変動
・PO 月平均値の経月変動
・NOx 月平均値の経月変動
上記の解析を行った結果として、北海道東北北陸グループからは、① Ox 濃度は2000年頃まで
は増加傾向であったが、それ以降は横ばいであること、② Ox 濃度は日本海側の方が高く、越境
汚染が示唆されること、③季節的に見てみると、Ox 濃度は10〜 3 月にかけては経年的に減少傾
向にあり、4 〜 9 月にかけては増加傾向にあること、等の指摘があった。
関東甲信静グループからは、① Ox 濃度は増加傾向にあるが、高濃度域では逆に減少傾向にあ
り、近年の年最大値は負の傾きを示すこと、② PO 濃度については春と秋にピークがあり、夏が
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底となること、③ PO 濃度は経年的にはほぼ横ばいで、局間のばらつきが小さいこと、等の指摘
があった。
東海近畿グループからは、① Ox 濃度は増加傾向にあるが、PO 濃度で見てみると横ばいであ
ること、② Ox 濃度が高い局は概ね NOx 濃度が低く、そのこともあって Ox 濃度で見られる局間
格差が PO 濃度では見られないこと、③ PO 濃度は春季における近年の増加傾向が他季よりも大
きく、かつ SPM 濃度のピークが春季のみになっていることから、広域移流の寄与増大が示唆さ
れること、等の指摘があった。
中国四国グループからは、① Ox 年最大値は2008-9年にかけて減少傾向にあること、② NOx
濃度については、ここ数年の減少率が特に大きいこと、等の指摘があった。
九州グループからは、① Ox 濃度は依然として微増傾向にあり、2008年に下がり、2009年に再
び上昇したこと、②濃度ランク別では、60-79 ppb の濃度ランクの上昇が顕著であったこと、③
PO 濃度については、近年は横ばいであること、④ SPM 濃度は他の地域と比べると、他地域ほど
下がっておらず、広域移流の影響が示唆されること、等の指摘があった。
各地域グループ全体の統一的な傾向としては、①今回解析対象に加えた2008-9年にかけては、
Ox 濃度増加傾向が継続した、ないしはより急峻になったこと、② Ox 年最大値については、近
年は微減傾向が認められること、③今回の解析対象ではないが、2009年をピークに、2010年には
Ox 濃度が減少傾向に転じる自治体が多かったこと、④ SPM 濃度については、九州地域を除く地
域でかなり減少してきたが、今回解析対象に加えた2008-9年にかけては、さらにその減少幅が大
きかったこと、⑤九州地域では、SPM 濃度が他地域ほど下がっておらず、広域移流の影響が示
唆されること、⑥ SPM 濃度がかなり下がってきた段階での、PM2.5規制の開始であること、等が
挙げられる。
（ 2 ）高濃度事例解析
データベース解析グループ内の有志数人で、2008-9年度の東海近畿北陸地域での、高濃度事例
解析を行った。
Ox 日最高値が、近畿中部または東海で120 ppb 以上、または近畿北部北陸で100 ppb 以上とし
て高濃度日を抽出し、濃度経時変化グラフの作成、濃度分布図の作成、後方流積線解析等を実施
した。
Ox 日最高値について、国設隠岐局と、近畿中部、東海、近畿北部北陸の 3 地域間とのデータ
比較を行った。国設隠岐と近畿北部北陸の Ox 日最高値は春季＞夏季、近畿中部と東海では春季
＜夏季であった。また、春季には近畿北部北陸−国設隠岐、近畿中部―東海で良い正の相関を示
し、夏季には近畿北部北陸は国設隠岐よりも近畿中部及び東海と相関が高かった。春季において
は大陸からの越境汚染の寄与を含む広域汚染の影響が大きく、夏季には人為発生源の多い東海地
域及び近畿中部地域では地域汚染による寄与もあることが示唆された。
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6.2. 観測
6.2.1. PM2.5中の炭素成分分析クロスチェック
大阪府

中戸 靖子

（ 1 ）目的
「大気中微小粒子状物質（PM2.5）成分測定マニュアル」でサー
PM2.5中の炭素成分の分析法は、
マルオプテカル・リフレクタンス法を適用している。この方法で分析できる装置は DRI（Desert
Research Institute）製及び SUNSET 製の 2 機種があるが、分析結果に違いが生じないか懸念され
ている。また、加熱時の設定温度と実温度に差がある等の原因により、機器間でも違いが生じる
可能性がある。
そのため、東海・近畿グループで炭素成分を実施している機関で炭素成分分析のクロスチェッ
クを行い、機種間及び機器間で分析結果が異なるのか検討した。
（ 2 ）方法
参 加 機 関 は、 東 海・ 近 畿 グ ル ー プ 8 機 関 で あ る。DRI 製 を 使 用 し て い る 機 関 は 2 機 関、
SUNSET 製は 6 機関である。クロスチェックに使用した試料は、スクロース溶液1.24 mgC/mL 及
びアンダーセンエアーサンプラーで採取した粒径2.1 μm 未満の粒子である。採取には加熱をし
ていない石英フィルタを用い、28.3 L/min で24時間採取したフィルタを 8 等分したものを各機関
で分析に供した。
（ 3 ）結果
①スクロース溶液クロスチェック結果
スクロース溶液の各機関分析結果を表6.2.1に示す。OC の分析結果は変動率3.3％とばらつき
が小さかったが、OC2及び OC3の変動率はそれぞれ50.9％、51.4％とばらつきが大きかった。
②アンダーセン試料クロスチェック結果
アンダーセン試料の各機関分析結果を表6.2.2、表6.2.3、表6.2.4に示す。分析は 3 試料実施
したが、OC の変動率は6.0〜11.2％とばらつきが小さかったが、フラクション別にみると OC1の
ばらつきが大きく、50.8〜57.9％であった。また、OC と比較して EC のばらつきが大きかったが、
これは EC の濃度が低かったためと考えられる。TC は変動率が3.6〜7.6％とばらつきが小さかっ
た。
また、DRI 製と SUNSET 製の分析結果を比較したのが表6.2.5である。DRI 製が SUNSET 製よ
り OC1の分析結果が高い傾向にあったが、他の傾向はみられなかった。
（ 4 ）まとめ
東海・近畿グループ 8 機関で炭素成分分析についてクロスチェックを実施した。OC 及び TC
のばらつきは小さかったが、フラクション別にみると特に OC1のばらつきが大きかった。DRI
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製と SUNSET 製では、特に OC1の分析結果に差がみられたが、それ以上に個々の機器差が大き
く、クロスチェック等を行って、分析値の精度管理を行っていく必要がある。

6.2.2. 2012年における PM2.5同期観測結果
名古屋市

山神 真紀子

（ 1 ）はじめに
PM2.5の成分が地域および季節によってどのように異なるのかを把握するため、季節ごとの成
分分析結果をまとめた。
（ 2 ）方法
測定地点は、佐賀県佐賀市、兵庫県姫路市、兵庫県神戸市、三重県尾鷲市、愛知県知多市、愛
知県名古屋市、神奈川県川崎市、千葉県市原市、群馬県前橋市の計 9 地点である。調査期間は各
季節 2 週間で、冬季：2012年 1 月11〜25日（名古屋は 1 月11〜17日、前橋は 1 月13〜25日）
、春
季：2012年 5 月 9 〜23日（知多は 5 月11〜22日）
、夏季：2012年 7 月26日〜 8 月 9 日（佐賀は 7
月26日〜 8 月 1 日、知多は 7 月27〜 8 月 9 日）
、秋季：2012年10月23日〜11月 6 日である。成分
分析は環境省が作成した微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析ガイドラインおよび大気中微小粒
子状物質（PM2.5）成分測定マニュアルに準拠して行った。
（ 3 ）結果
結果を図6.2.1に示す。
冬季はどの地点も PM2.5質量濃度が低かった。川崎、市原、前橋で硝酸イオンと塩化物イオン
の比率が他の地点よりも高く、自動車排出ガスや廃棄物燃焼などの地域汚染の影響が大きいと推
定される。春季は PM2.5濃度が佐賀、尾鷲、知多、名古屋で高く、硫酸イオンの比率が高かった。
西日本でその傾向が見られることから、越境汚染による影響が考えられる。夏季は PM2.5濃度が
前橋で高く、他の地点では見られない傾向であった。秋季に PM2.5濃度がもっとも高くなった地
点はなかったが、他の季節よりも有機炭素とカリウムイオンの比率が高く、バイオマス燃焼の影
響があると推定される。
全期間を通して、佐賀では硫酸イオンの比率が高く、越境汚染の影響が大きいと推定される。
また、都市部で元素状炭素濃度が高い傾向があった。
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表6.2.1
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スクロース溶液分析結果 （単位：μg C/10μL）

表6.2.2

アンダーセン試料分析結果 1 （単位：μg C/cm2）

表6.2.3

アンダーセン試料分析結果 2 （単位：μg C/cm2）
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表6.2.4

アンダーセン試料分析結果 3 （単位：μg C/cm2）

表6.2.5

DRI 製と SUNSET 製の比較 （単位：μg C/cm2）

159

6．研究グループの活動

図6.2.1 2012年の PM2.5の同期観測結果
冬：2012/1/11-1/25（名古屋は1/17まで、前橋は1/13から）
春：2012/5/9-5/23（知多は5/11-22）
夏：2012/7/26-8/9（佐賀は8/1まで、知多は7/27から）
秋：2012/10/23-11/6
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6.3. 衛星データ活用
大阪府

山本 勝彦

6.3.1. はじめに
大気汚染分野への人工衛星データの活用については、1981年にアメリカのスペースシャトル
「チャレンジャー」による低層大気の CO 測定に始まるとされている1）。我が国においては、2000
年代になって、アジア大陸からの大気汚染物質の飛来の寄与が顕在化するに従い、アジア規模
（海上も含めた）の大気環境の把握が必要とされるようになり、そのツールとしての大気観測人
工衛星データが注目されている。
ここでは、東アジア規模の大気汚染広域移流モニタリングに人工衛星データを活用する試みと
して、大気観測人工衛星データと我が国の地方自治体による地上大気常時監視データの比較を行
う。

6.3.2. 大気観測人工衛星データについて
（ 1 ）大気観測人工衛星データの種類と応用
大気観測人工衛星データの種類については、J. Fishman が文献 1 ）で詳説している。主なセン
サとしては、GOME（衛星名 ERS-2）
、SCIAMACHY（衛星名 ENVISAT）
、OMI（衛星名 EOSAura）、MODIS（衛星名 Terra、Aqua）があげられる。Noguchi らは、GOME データを用いて、
我が国の関東地方の NO2実測濃度データとの比較を行い、実測値とのよい相関と、類似した季節
変化（冬季に高く、夏季に低い）を得ている2）。筆者らは、国立環境研究所 C 型共同研究「光化
学オキシダントと粒子状物質の汚染特性解明に関する研究」
（平成19〜21年度）のなかで、OMI
の対流圏 NO2データを用い、近畿地方（京阪神）において、2007年の自治体大気汚染常時監視デー
タとの比較を試みた。週日の変化（曜日による濃度変化）及び月ごとの変化において、OMI デー
タが、地上測定値と同様に変化を示す結果を得た3）。
（ 2 ）MODIS データについて
MODIS（MODerate resolution Imaging Spectrometer 中分解能撮像分光放射計）とはアメリカの
人工衛星 Terra と Aqua の両方に搭載されているセンサで、NASA により開発運用されている。
光の波長0.4〜14 μm の範囲の36チャネルを持ち、観測範囲が広く、2 つの衛星で観測できること
から、一日 2 回の観測が可能などの利点を持ち、エアロゾルだけでなく、雲、放射エネルギー束、
土地被覆、植生など広い範囲の観測に使われている。
MODIS データは、ノイズ等の除去、幾何補正をしたものが NASA より公開されており、容易
に利用することができる（http://ladsweb.nascom.nasa.gov/）
。いくつかの処理レベルのデータが取
得できるが、ここでは、Optical-Depth-Land-And-Ocean を用いる。このデータは、地上分解能約
10km であり、格納されている数値は、波長0.55 μm の AOD（Aerosol Optical Depth 光学的深さ）
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値である。AOD 値の定義については、筆者らの前報（文献 3 ）
）で紹介している。

6.3.3. 解析方法
（ 1 ）解析対象日
解析対象日は、表6.3.1に示す 3 つの期間である。いずれも SPM の高濃度日であるとともに、
日本周辺（特に陸域）で雲等による欠測が少ない時期及び衛星を選んだ。
2009年 5 月18〜20日は、OX、NO2、SPM 濃度がともに高く、20日には、九州から関東にかけ
ての11都府県に光化学スモッグ注意報が発令された。この時期については、Aqua、Terra ともに
一日のデータ数が少ないので、18、20日の二日分のデータを用いた。
2011年 2 月 7 日は、九州から東北にかけて、大気汚染高濃度が観測された。この時期（ 2 月
「煙霧」とされている（気象台の発表）
。OX、NO2、SPM に加えて SO2
4〜 7 日）の気象条件は、
濃度も高くなり、アジア大陸からの移流の影響があったと考えられている4）。SPM 濃度は、黄砂
飛来時並の高さとなった。この時期については、Aqua を用いた。
2011年11月30日は、西日本で SPM、NO2の高濃度が発生した。この期間（11月28〜30日）は、
大気の状態が安定であり、地元の要因による高濃度と考えられる。この時期については、Terra
のデータを用いた。
解析対象日のうち、2009年 5 月20日の MODIS（Aqua）の AOD 値の分布を図6.3.1に示す。
（ 2 ）AOD 値と対応する常時監視局 SPM 濃度の比較
MODIS で得られた AOD 値と、全国の自治体の大気汚染常時監視時間値データの SPM 濃度と
を比較した。SPM は、この時点で、全国的に濃度測定データがあり、エアロゾルに近い項目と
して選択した。AOD 値の位置データと、日本全域の常時監視局の位置データから、AOD 値の取
れている地点を中心とする一辺10km の正方形（グリッド）の中に存在する常時監視局を選び、
AOD がとられた時刻を含む時間の SPM 濃度との比較を行った。ひとつのグリッドの中に複数の
局があるときは、取捨選択せずに、全ての値を用いた。ここで得られた AOD 値と SPM 濃度を
補正等を行わずに比較を行った。
（ 3 ）Bin-Average 法を用いた AOD 値と SPM 濃度の比較
陸上には、光のさまざまな反射、吸収特性を持った地物が存在するため、AOD 値のばらつき
が大きいことが考えられる。そこで、AOD 値のばらつきを少なくするため、Hutchison らの手法
を用いて、Bin-Average 法により平均化を行い、SPM 濃度と比較した。Hutchison らは、PM2.5 地
上濃度データをいくつかの等間隔の濃度ランクに分割し、そのランクの中央の値と、そのランク
の地点の AOD の平均値を求め、比較を行っている5）。
本解析では、AOD 値のばらつきを少なくすることが目的であることから、SPM 濃度を等間隔
に分割することとせず、データ数が同じになるように10分割した。そして、SPM 濃度は、同様
の理由から、区間の中央の値ではなく、区間の平均値とした。従って、個々の区間の幅は一定で
なく、AOD 値、SPM 濃度両方とも、区間での平均値を用いた。また、MODIS の AOD 値を用い
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て SPM 濃度を推計することを目的とするので、SPM 濃度を従属変数とした。

6.3.4. 解析結果と考察
（ 1 ）SPM 濃度と AOD 値の比較結果
5 月18、20日の、6.3.3（ 2 ）で示した方法で選択した SPM 濃度と AOD 値（Terra）について、
補正等を行わずに散布図にしたものを図6.3.2に示す。相関係数は、0.29であり、相関は認めら
れなかった。表6.3.2に各解析対象期間の AOD 値と SPM 濃度との相関を示す。いずれも相関係
数は、0.21〜0.30であり、相関は認められなかった。これは、陸域の AOD 値のばらつきによる
と考えられる。
（ 2 ）Bin-Average 法による比較結果の考察
6.3.4（ 1 ）で得られた AOD 値と SPM 濃度について、Bin-Average 法による平均化を行った結
果得られた散布図（時期、衛星は、図6.3.2と同じ）を図6.3.3に、相関係数を表6.3.3に示す。
概して、高い相関を示した。このことから、ここで用いた Bin-Average 法のように、AOD 値のば
らつきを補正すると、実測 SPM 濃度と MODIS AOD 値は高い相関を示すことがわかった。これ
により、陸域で、測定局の存在しない地域での濃度の推計に用いることができ、高濃度が発生し
た範囲を推計することが可能になる。
図6.3.3から、SPM 濃度を従属関数として一次回帰式を作ると、負の切片を持つことがわかる。
地表面での SPM 濃度が低いところであっても、地表から人工衛星のセンサまでのカラムには、
エアロゾルが存在するので、負の切片を持つことは十分に考えられることである。同時に先に述
べたような陸上での光のさまざまな反射吸収特性により、SPM 濃度が低いところでも、AOD 値
が一定の値を持つことも考えられる。このことから、今回得られた陸上での SPM 濃度と AOD
値の相関関係を海上でもそのまま適用することは、できないと考える。
また、表6.3.3に見られるように、2011年 2 月の高濃度時については、相関係数が低い。この
ときの散布図を図6.3.4に示す。この時期は、先に述べたように黄砂飛来時並みの SPM 濃度を示
し（表6.3.3）
、他の時期より SPM 濃度がかなり高い。そして、図からは、SPM 濃度の高いとこ
ろで相関が良くないことが見て取れる。仮にこの時期のデータのうち、SPM 濃度が74μg/m3以下
のところで Bin-Average 法により相関をとると、相関係数は、0.80となり、相関関係が高くなる
ことが確認できた。このことから、黄砂飛来時のように SPM が極端に高くなるイベント時には、
AOD 値が予想したよりも低くなることが考えられる。

6.3.5. まとめ
大気観測衛星データ MODIS の AOD 値と、地上大気常時監視より得られる SPM 濃度との間に
は、AOD 値のばらつきを補正する手法を採ると、高い相関が認められた。しかし、陸上での相
関関係を直ちに海上に適用することはできず、さらに海上での実測濃度との比較を行う必要があ
ると考える。また、ここではエアロゾルとの比較する測定項目として、SPM 濃度を用いた。今後、
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PM2.5濃度データが全国的に蓄積される中で、PM2.5濃度での比較を行うことを考えている。
参考文献 :
1)

Fishman J. et al.: Remote Sensing of Tropospheric Pollution from Space，Bulletin of the American
Meteorological Society，89，805-821 (2008)

2)

Noguchi K. et al.: Comparison of Tropospheric NO2 Observations by GOME and the Air-quality
Monitoring Network Around Tokyo, Japan，日本リモートセンシング学会誌，29，398-409 (2009)

3)

光化学オキシダント等に関する共同研究グループ : 光化学オキシダントと粒子状物質等の汚
染特性に関する研究，国立環境研究所研究報告，203，169-172（2010）

4)

山神ら :2011年 2 月上旬に観測された広域的な PM2.5 高濃度エピソード，大気環境学会誌，
48，196-205（2013）

5)

Hutchison K. D. et al.: Correlating MODIS Aerosol Optical Thickness Data with Ground-based PM2.5
Observations across Texas for use in a Real-time Air Quality Prediction System，Atmospheric
Environment，39，7190-7203 (2005)
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表6.3.1

表6.3.2

表6.3.3

解析対象日と利用した衛星

MODIS AOD 値と実測 SPM 濃度の相関

Bin-Average 法により補正した MODIS AOD 値と実測 SPM 濃度の相関

165

6．研究グループの活動

図6.3.1

図6.3.2
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MODIS（Aqua）AOD 値の分布（2009年 5 月20日）

MODIS（Terra）AOD 値と実測 SPM 濃度散布図（2009年 5 月18、20日）
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図6.3.3

Bin-Average 法により補正した MODIS（Terra）AOD 値と実測 SPM 濃度散布図（2009年 5 月
18、20日）

図6.3.4

 in-Average 法により補正した MODIS（Aqua）AOD 値と実測 SPM 濃度散布図（2011年 2 月
B
7 日）
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6.4. 測定法

～光化学オキシダントの校正法変更に伴う調査と検討～
山口県

長田 健太郎

わが国の自治体における光化学オキシダント（Ox）の濃度測定は、10年前から次第にその測
定法が吸光光度法から紫外線吸収法へと変更され、現在では殆どの測定局が紫外線吸収法となっ
ている。しかし、校正法については、先進的な自治体では新しい手法が試みられてはいたが、多
くの自治体では従来の KI 法のままであった。しかし、KI 法は不確かさや精度管理に関する問題
が多く、2010年からようやく国際基準の UV 法への変更が行われた次第である。
しかし、KI 法から UV 法への移行に伴い、Ox 濃度の連続性に対する問題が懸念されており、
校正時の比較調査から UV 法への変更に伴い濃度低下がみられたとの報告もある。そこで、Ⅱ型
共同研究に参加している自治体について UV 法校正に関する調査を実施し、さらに測定法検討グ
ループの各自治体については現場での Ox 自動測定機の感度校正や Ox 実測データの経年変化か
ら検討を行った。

6.4.1. Ox 校正法の概要
（ 1 ）よう化カリウム滴定法（KI 法）
ヨウ化カリウム溶液がオゾンと反応しヨウ素が遊離され、その呈色した溶液を波長352nm で測
定することによりオゾン濃度を求める。中性りん酸塩 1 ％よう化カリウム溶液による手分析方法
として「オキシダント自動計測器の動的校正マニュアル」
（昭和52年 7 月20日

環大企第198号）

で規定され、多くの自治体が長年にわたり採用していた。自治体ごとに手軽にできる校正方法で
あるが、古い分析手法であり不確かさや測定条件や作業環境によるバラツキが大きい。また、当
量反応ではないことや吸収効率などの問題もあり、結果としては実際の値より 1 割程度高めの値
となることも指摘されていた。
（ 2 ）気相滴定法（GPT 法）
オゾンに過剰の一酸化窒素の標準ガスを添加しオゾンを全量反応させ、一酸化窒素の減少量を
測定することでオゾン濃度を算出する。原理的にも優れており、KI 法より精度も良いが UV 法
ほどではない。また、UV 法とは数％程度の差があるようである。わが国でもかつて数か所の自
治体で試みられていた。
（ 3 ）紫外線吸光光度法（UV 法）
オゾンは波長254nm 付近に吸収極大が存在するため、この波長を測定することによりオゾン濃
度を測定する。安定性や操作も容易なことから、現在は事実上の国際標準となっている。わが国
では2010年より UV 法による校正が始まった。国立環境研究所の一次標準器（SRP35）を元に、
地域ブロックごとに自治体の拠点を設け二次標準器を配備し、自治体基準器を二次標準器で校正
することとなっている。なお、この校正法は、2010年以前にも関東地方の自治体を中心に行われ
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ていた。

6.4.2.

調査方法

Ⅱ型共同研究参加自治体で2012年 4 月に実施した属性調査から、37自治体（31県、6 市）での
計439台の Ox 自動測定機について、UV 法校正後の測定開始日等を調査した。
Ox 自動測定機の測定方法は紫外線吸収法415台、吸光光度法22台、不明 2 台であった。また、
測定局の種類は一般環境局426ヶ所、自排局11ヶ所、移動測定車 1 ヶ所、不明 1 ヶ所であった。
さらに、測定法検討グループの中で提供が可能であった12自治体における自治体標準機の校正
のデータから、KI 法と UV 法との比較データを入手した。ブロックの内訳は中国四国 5 自治体、
九州 3 自治体、東海北陸 2 自治体、東北 2 自治体であった。校正に使用した自治体基準器のメー
カーおよび型式は、ダイレック 8 自治体、東亜 DKK 4自治体であった。また、実際の Ox 濃度に
おける校正法の影響を調べるため、各 Ox 自動測定機の KI 法から UV 法に変更した前後の Ox 月
平均濃度のデータを使用した。

6.4.3.

校正法変更時期の調査

（ 1 ）UV 法による自治体基準器校正の開始時期
自治体基準器の UV 法による初めての校正は、2010年 3 月から開始され2011年 2 月に終了して
いた。なお、2010年以前にも独自に UV 法による校正を行っていた自治体もあった。しかし、
2010年 3 月以前の校正方法は、同じ UV 法であってもバイアスをかけるなどしており、2010年 3
月以降の UV 法による校正法と単純に同一とみなすことはできないので注意する必要がある。
（ 2 ）UV 法で校正した Ox 自動測定機による濃度測定開始日
各自治体での自治体標準器による Ox 自動測定機の校正は、殆どがその月か翌月に終わってい
た（図6.4.1）
。従って、KI 法から UV 法による校正への変更は、2010年度中に終了したものと
考えられる。2011年 3 月が最も多いのは、年度末の駆け込み的な需要があったためと考えられる。

6.4.4. 校正時のデータ調査
（ 1 ）Ox 自動測定機の感度校正における経年変化
A 自治体における自治体基準器と14測定局における Ox 自動測定機の感度校正結果の平均値を
表6.4.1に示した。Ox 自動測定機自体の年ごとの変動も大きいが、KI 方から UV 法へ変更した
2010年度には180ppb 付近の差が11.7ppb、100ppb 付近の差が7.4ppb と突出しており、校正法の変
更に伴い濃度の変化（低下）が起こっていたことが確認された（表6.4.1）
。
この傾向は他の自治体でもみられ、UV 法への変更時は 3 〜12ppb の範囲で Ox 濃度の低下が
みられ、その平均は7.0ppb であった。
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（ 2 ）実際の Ox 測定データにおける校正法変更の影響
実際の大気環境中の Ox 測定データにおける校正法変更の影響の検討を行った。地域差や季節
変動をできるだけ避けるため、2010年度における各測定局の月平均濃度から以前の年度（2005〜
2009年度）の月平均濃度の差を取り、校正に KI 法を使用した測定機と UV 法を使用した測定機
での濃度差を比較した。その結果、UV 法は KI 法より常に濃度が低くその差は平均して−1.7ppb
であったが、年度による変動も大きく有意な値というまでの確信は得られなかった（表6.4.2）。

6.4.5. 考察
光化学オキシダントの校正法変更に伴う濃度の変動について、Ⅱ型共同研究および測定法検討
グループの各自治体のデータを元に検討を行った。
各自治体の KI 法から UV 法への変更は2010年度中に行われていたが、その変更時期は2010年
3 月から2011年 2 月までと幅が広かった。
実際の大気環境中の Ox 測定データから KI 法と UV 法の差を求める試みは、UV 法の濃度減少
がわずかに見られたが、年度ごとの差も大きく有意な差とまでは言えなかった。これは、既存の
データである月平均値を使用したため濃度的には低いレベルであり、KI 法と UV 法の濃度差も
数 ppb 程度の低い値となり、地域や年度ごとの濃度変動の中に埋もれたため、校正時の高濃度レ
ベルほどわからなかったと考えられる。実際には、同一の測定局で校正法の異なる 2 台の自動測
定機により並行運転を行い比較することが必要であろう。
今回の調査では国内全ての自治体を調べた訳ではない。しかし、Ox 自動測定機の感度校正に
おける経年変化をみると、KI 法から UV 法への変更に伴い確実に200ppb レベルで10ppb 程度の
濃度低下が発生しており、校正法の変化による濃度低下は確実に生じていると考えられる。
また、光化学オキシダント濃度の連続性を考える場合は、2010年度以前のデータについて特に
高濃度の場合は補正が必要と思われる。2010年度のデータについては、測定局ごとに UV 法への
変更時期をよく吟味する必要があろう。さらに、補正値を求める場合は、特に KI 法における各
自治体のバラツキが大きいため、自治体ごとに補正値を検討すべきだと思われる。
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表6.4.1

表6.4.2

Ox 自動測定機の感度校正における経年変化

実際の Ox 測定データにおける校正法変更の影響

図6.4.1

Ox 自動測定機の校正法変更時期
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資料1. 共同研究プロジェクトの構成
1-1. 共同研究参加機関名簿
（平成23年 1 月現在）
参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

国立環境研究所

大原

利眞

○

○

○

国立環境研究所

菅田

誠治

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

地方独立行政法人北海道立総合研究機構.
芥川 智子
環境・地質研究本部 環境科学研究センター
地方独立行政法人北海道立総合研究機構.
秋山 雅行
環境・地質研究本部 環境科学研究センター
地方独立行政法人北海道立総合研究機構.
大塚 英幸
環境・地質研究本部 環境科学研究センター
札幌市衛生研究所

立野

英嗣

－

－

○

札幌市衛生研究所

惠花

孝昭

－

－

○

青森県環境保健センター

渡部

陽一

○

○

○

岩手県環境保健研究センター

松本

文雄

－

○

○

宮城県保健環境センター

佐久間

隆

○

○

○

宮城県保健環境センター

佐藤

郁子

－

－

○

宮城県保健環境センター

佐藤

直樹

○

○

○

宮城県保健環境センター

小川

武

－

○

－

宮城県保健環境センター

小泉

俊一

○

－

－

宮城県保健環境センター

仁平

明

○

○

○

秋田県健康環境センター

高橋

英之

○

－

－

秋田県健康環境センター

児玉

仁

○

－

－

秋田県健康環境センター

清水

匠

○

○

○

秋田県健康環境センター

石垣

修

－

○

○

山形県環境科学研究センター

逸見

祐樹

－

－

○

山形県環境科学研究センター

森田

浩行

－

○

○
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参加機関名

担当者

平成23年度

平成24年度

○

○

－

山形県環境科学研究センター

村岡

茨城県霞ケ浦環境科学センター

宇津野

典彦

－

－

○

茨城県霞ケ浦環境科学センター

鴨志田

元喜

○

○

○

茨城県霞ケ浦環境科学センター

森田

陽一

○

－

－

茨城県霞ケ浦環境科学センター

相馬

久仁花

○

○

○

茨城県霞ケ浦環境科学センター

飯島

義彦

－

○

－

栃木県保健環境センター

荒川

涼

○

○

○

栃木県保健環境センター

小平

智之

○

○

－

栃木県保健環境センター

船渡川

茂

－

－

○

栃木県保健環境センター

大塚

香穂里

○

○

○

栃木県保健環境センター

齋藤

由実子

－

○

○

群馬県衛生環境研究所

一条

美和子

－

－

○

群馬県衛生環境研究所

熊谷

貴美代

○

○

○

群馬県衛生環境研究所

齊藤

由倫

○

○

－

埼玉県環境科学国際センター

長谷川

○

○

○

埼玉県環境科学国際センター

武藤

洋介

○

－

－

埼玉県環境科学国際センター

米持

真一

○

○

○

さいたま市健康科学研究センター

城

－

○

○

さいたま市健康科学研究センター

須永

宏

－

○

○

千葉県環境研究センター

井上

智博

○

○

○

千葉県環境研究センター

石井

克巳

○

○

○

石井

康一郎

○

○

○

内田 悠太

○

○

○

齊藤

－

○

○

公益財団法人東京都環境公社.
東京都環境科学研究所
公益財団法人東京都環境公社.
東京都環境科学研究所
公益財団法人東京都環境公社.
東京都環境科学研究所

＊1
＊1
＊1

悟

平成22年度

就一

裕樹

伸治
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参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

川崎市公害研究所

山田

大介

○

○

－

川崎市公害研究所

中村

清治

○

－

－

川崎市公害研究所

鈴木

義浩

－

－

○

新潟県保健環境科学研究所

阿部

高光

－

－

○

新潟県保健環境科学研究所

遠藤

朋美

○

－

○

新潟県保健環境科学研究所

家合

浩明

○

○

○

新潟県保健環境科学研究所

江端

英和

○

－

－

新潟県保健環境科学研究所

四栁

宏基

－

－

○

富山県環境科学センター

山﨑

敬久

○

○

○

富山県環境科学センター

初鹿

宏壮

○

○

－

石川県保健環境センター

吉本

高志

○

○

－

石川県保健環境センター

野口

邦雅

－

－

○

福井県衛生環境研究センター

井上

由里香

○

○

－

福井県衛生環境研究センター

吉川

昌範

－

○

○

福井県衛生環境研究センター

山田

克則

○

○

○

福井県衛生環境研究センター

酒井

忠彰

－

○

○

福井県衛生環境研究センター

小川

綾子

－

－

○

福井県衛生環境研究センター

松永

浩美

○

○

－

福井県衛生環境研究センター

谷口

佳文

○

○

○

福井県衛生環境研究センター

藤田

由里香

－

○

－

山梨県衛生環境研究所

佐々木

○

○

○

山梨県衛生環境研究所

大橋

泰浩

－

－

○

山梨県衛生環境研究所

辻

敬太郎

○

○

－

長野県環境保全研究所

花岡 良信

○

○

○
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参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

長野県環境保全研究所

中込 和徳

○

○

○

長野県環境保全研究所

町田

哲

○

○

○

岐阜県保健環境研究所

岡

正人

－

－

○

岐阜県保健環境研究所

岡

隆史

○

○

○

岐阜県保健環境研究所

金森

信厚

－

－

○

岐阜県保健環境研究所

高島

輝男

－

－

○

岐阜県保健環境研究所

佐々木

－

－

○

岐阜県保健環境研究所

三原

利之

－

－

○

岐阜県保健環境研究所

林

弘一郎

○

○

○

岐阜県保健環境研究所

鈴木

祟稔

－

－

○

静岡県環境衛生科学研究所

萱沼

広行

○

○

○

静岡県環境衛生科学研究所

三宅

健司

－

○

○

静岡県環境衛生科学研究所

篠原

英二郎

－

－

○

愛知県環境調査センター

加藤

三奈

－

○

○

愛知県環境調査センター

梶田

奈穂子

○

○

－

愛知県環境調査センター

坂東

潤一

－

－

○

愛知県環境調査センター

川上

七恵

○

－

－

名古屋市環境科学調査センター

＊ 2 久恒

邦裕

－

○

○

名古屋市環境科学調査センター

＊ 2 山神

真紀子

○

○

○

名古屋市環境科学調査センター

＊ 2 大野

隆史

○

○

○

名古屋市環境科学調査センター

＊ 2 池盛

文数

○

○

○

正人

三重県保健環境研究所

吉岡

理

○

－

－

三重県保健環境研究所

寺本

佳宏

○

○

○

三重県保健環境研究所

西山

亨

○

○

○
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参加機関名

担当者

平成23年度

平成24年度

○

－

○

三重県保健環境研究所

髙士

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

五十嵐

恵子

○

○

○

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

三田村

徳子

○

○

○

京都府保健環境研究所

高倉

尚枝

○

○

○

京都府保健環境研究所

谷口

延子

○

○

○

京都府保健環境研究所

辻

○

○

－

京都府保健環境研究所

平澤

幸代

○

○

○

京都市衛生環境研究所

吉井

克英

○

○

－

京都市衛生環境研究所

西村

仁志

－

－

○

山本

勝彦

○

○

○

中戸

靖子

○

○

○

大阪府環境農林水産総合研究所

根來

好孝

○

○

－

大阪府環境農林水産総合研究所

長濵

智子

○

○

－

大阪市立環境科学研究所

板野

泰之

○

○

○

坂本

美徳

○

○

○

中坪

良平

○

○

○

神戸市環境保健研究所

向井

健悟

○

○

○

神戸市環境保健研究所

山路

章

○

○

○

奈良県保健環境研究センター

浦西克維

－

－

○

奈良県保健環境研究センター

浅野勝佳

－

－

○

鳥取県衛生環境研究所

小林

拓史

－

○

○

鳥取県衛生環境研究所

田中

卓実

○

○

－

鳥取県衛生環境研究所

福田

拓

○

－

－

鳥取県衛生環境研究所

湊

沙花

○

○

○

地方独立行政法人.
大阪府立環境農林水産総合研究所
地方独立行政法人.
大阪府立環境農林水産総合研究所

（財）ひょうご環境創造協会.
兵庫県環境研究センター
（財）ひょうご環境創造協会.
兵庫県環境研究センター
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参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

島根県保健環境科学研究所

高木

智史

－

－

○

島根県保健環境科学研究所

小林

優太

－

－

○

島根県保健環境科学研究所

田部

貴大

－

－

○

島根県出雲保健所

＊ 4 佐川

竜也

○

○

○

島根県総務部原子力安全対策課

＊ 4 田中

孝典

○

○

○

島根県環境生活部廃棄物対策課

＊ 5 藤原

誠

－

○

○

岡山県環境保健センター

小川

登

○

○

－

岡山県環境保健センター

深見

武史

－

○

○

岡山県環境保健センター

鷹野

洋

－

－

○

岡山県環境保健センター

中桐

未知代

○

○

○

岡山県環境保健センター

片岡

敏夫

○

－

－

岡山県環境保健センター

林

－

○

○

広島県立総合技術研究所.
保健環境センター
広島県立総合技術研究所.
保健環境センター
広島県立総合技術研究所.
保健環境センター

隆義

砂田

和博

○

○

○

大原

真由美

○

－

－

日浦

盛夫

○

○

○

山口県環境保健センター

三戸

一正

－

○

○

山口県環境保健センター

長田

健太郎

○

○

○

正章

○

○

－

－

－

○

○

○

○

徳島県立保健製薬環境センター
徳島県立保健製薬環境センター
徳島県立保健製薬環境センター

＊ 6 永峰

三宅 崇仁
＊ 6 中石

明希

徳島県立保健製薬環境センター

中村 友紀

－

－

○

香川県環境保健研究センター

橋本

貴世

－

－

○

香川県環境保健研究センター

多田

薫

○

○

－

香川県環境保健研究センター

池田

雄次

－

－

○
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参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

香川県環境保健研究センター

藤井

裕士

○

○

○

愛媛県立衛生環境研究所

山内

正信

○

○

○

愛媛県立衛生環境研究所

芝

－

○

○

愛媛県立衛生環境研究所

白石

猛

○

－

－

愛媛県立衛生環境研究所

兵藤

大輔

－

○

○

高知県環境研究センター

西

○

○

○

福岡県保健環境研究所

下原

孝章

○

○

○

福岡県保健環境研究所

山本

重一

○

○

○

福岡県保健環境研究所

大久保

○

○

－

福岡県保健環境研究所

濱村

研吾

－

○

○

福岡市保健環境研究所

肥後

隼人

○

○

○

福岡市保健環境研究所

木下

誠

○

○

○

福岡市環境局

畑野

和広

○

－

－

北九州市環境科学研究所

永冨

孝則

○

○

－

北九州市環境科学研究所

久保田

○

－

－

北九州市環境科学研究所

佐藤

健司

○

－

－

北九州市環境科学研究所

寺師

朗子

○

○

－

北九州市環境科学研究所

廣瀬

純子

○

○

○

佐賀県環境センター

山田

祥子

○

○

－

佐賀県環境センター

石井

昭浩

－

－

○

佐賀県環境センター

石橋

博

○

－

○

佐賀県環境センター

田中

春菜

－

○

○

佐賀県環境センター

武藤

早紀

－

－

○

佐賀県環境センター

龍尾

一俊

－

○

○
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和代

孝仁

彰人

昌嗣
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参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

長崎県環境保健研究センター

古賀

康裕

○

○

－

長崎県環境保健研究センター

中村

心一

－

○

○

長崎県環境保健研究センター

田村

圭

○

○

○

熊本県保健環境科学研究所

工藤

聖

○

－

－

熊本県保健環境科学研究所

村岡

俊彦

－

○

○

熊本県保健環境科学研究所

豊永

悟史

－

○

○

熊本県保健環境科学研究所

林

－

○

○

熊本市環境総合センター

英明

＊ 7 近藤

芳樹

－

○

○

武原

弘和

－

－

○

＊ 7 福田

照美

○

○

○

大分県衛生環境研究センター

安東

大悟

－

－

○

大分県衛生環境研究センター

岡本

英子

－

－

○

大分県衛生環境研究センター

酒盛

早美

○

○

○

大分県衛生環境研究センター

小野

由加里

○

○

－

大分県衛生環境研究センター

中田

高史

○

○

－

宮崎県衛生環境研究所

溝口

進一

○

－

－

宮崎県衛生環境研究所

祝園

秀樹

○

○

－

宮崎県衛生環境研究所

福地

哲郎

－

－

○

宮崎県衛生環境研究所

眞崎

浩成

－

○

○

鹿児島県環境保健センター

四元

聡美

－

－

○

鹿児島県環境保健センター

肥後

さより

○

○

○

沖縄県衛生環境研究所

城間

朝彰

－

○

○

沖縄県衛生環境研究所

友寄

喜貴

○

－

－

九州大学

鵜野

伊津志

○

○

○

熊本市環境総合センター
熊本市環境総合センター
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参加機関名

担当者

平成22年度

平成23年度

平成24年度

九州大学

早崎

将光

－

－

○

愛媛大学

若松

伸司

○

○

○

高崎経済大学

飯島

明宏

○

○

○

近畿大学

向井

苑生

－

○

○

近畿大学

佐野

到

－

○

○

近畿大学

中田

真木子

－

○

○

千葉大学

早崎

将光

○

－

－

富山大学

早崎

将光

－

○

－

中部大学

笠原

三紀夫

○

○

○

奈良女子大学

野口

克行

○

○

○

（財）電力中央研究所

速水 洋

○

○

○

（財）日本環境衛生センター

大泉

毅

○

○

○

直子

○

－

○

（財）日本環境衛生センター

＊8武

国立環境研究所客員研究員

岩本

真二

○

○

○

国立環境研究所客員研究員

山川

和彦

○

○

○

国立環境研究所客員研究員

神成

陽容

○

○

○

国立環境研究所客員研究員

日置

正

○

○

○

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
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財団法人東京都環境整備公社東京都環境科学研究所（22-23年度）
名古屋市環境科学研究所（22-23年度）
大阪府環境農林水産総合研究所（22-23年度）
島根県保健環境科学研究所に所属（22-23年度）
島根県保健環境科学研究所に所属（22年度）
徳島県保健環境センター（22年度）
熊本市環境総合研究所（22-23年度）
新潟県保健環境科学研究所に所属（22年度）

資料1. 共同研究プロジェクトの構成

1-2. グループメンバーリスト
グループ名

メンバー氏名

データベース・解
析グループ

◎佐川 竜也（H22リーダー・H23リーダー・H24）
◎大野 隆史（H22・H23・H24リーダー）
松本 文雄（H23）, 仁平 明（H22・H23・H24）, 佐藤 直樹（H23・H24）,
児玉 仁（H22）, 石垣 修（H23・H24）, 清水 匠（H22・H23・H24）, 村岡
悟（H22・H23）, 逸見 祐樹（H24）, 森田 浩行（H23・H24）, 武 直子（H22）,
阿部 高光（H24）, 山﨑 敬久（H22・H23・H24）, 吉本 高志（H22・H23）,
野口 邦雅（H24）, 山田 克則（H22・H23）, 酒井 忠彰（H24）, 松永 浩美
（H22）, 谷口 佳文（H23）, 吉川 昌範（H24）, 惠花 孝昭（H24）, 立野
英嗣（H24）, 鴨志田 元喜（H24）, 齋藤 由実子（H23・H24）, 荒川 涼（H22・
H23・H24）, 小平 智之（H22・H23）, 大塚 香穂里（H23・H24）, 船渡川
茂（H24）, 齊藤 由倫（H22・H23）, 一条 美和子（H24）, 井上 智博（H22・
H23・H24）, 石井 康一郎（H22・H23・H24）, 内田 悠太（H22・H23・
H24）, 齊藤 伸治（H24）, 辻 敬太郎（H22・H23）, 大橋 泰浩（H24）, 佐々
木 裕也（H22・H23・H24）, 中込 和徳（H22・H23・H24）, 花岡 良信（H22・
H23・H24）, 町田 哲（H22・H23・H24）, 萱沼 広行（H24）, 三宅 健司
（H24）, 篠原 英二郎（H24）, 林 弘一郎（H22・H23・H24）, 岡 正人（H24）,
岡 隆史（H22・H23・H24）, 佐々木 正人（H24）, 三原 利之（H24）, 金
森 信厚（H24）, 鈴木 祟稔（H24）, 高島 輝男（H24）, 加藤 三奈（H23・
H24）, 坂東 潤一（H24）, 寺本 佳宏（H22）, 髙士 昇吾（H22）, 五十嵐 恵
子（H22・H23・H24）, 高倉 尚枝（H22・H23・H24）, 谷口 延子（H22）, 平
澤 幸代（H22・H23・H24）, 山本 勝彦（H22・H23・H24）, 坂本 美徳（H22・
H23・H24）, 向井 健悟（H22・H23）, 山路 章（H22・H23・H24）, 福田 拓
（H22）, 小林 拓史（H23・H24）, 湊 沙花（H22・H23・H24）, 藤原 誠（H22・
H23・H24）, 小林 優太（H24）, 田部 貴大（H24）, 高木 智史（H24）,
片岡 敏夫（H22）, 小川 登（H22・H23）, 深見 武史（H23・H24）, 中桐
未知代（H24）, 長田 健太郎（H22・H23・H24）, 三戸 一正（H24）, 永峰
正章（H22・H23）, 中石 明希（H22・H23・H24）, 藤井 裕士（H22・H23・
H24）, 多田 薫（H23）, 山内 正信（H22）, 芝 和代（H23・H24）, 兵藤
大輔（H23・H24）, 石橋 博（H22・H24）, 山田 祥子（H22・H23）, 石井
昭浩（H24）, 田中 春菜（H23・H24）, 田村 圭（H22・H24）, 古賀 康裕（H22）,
林 英明（H23・H24）, 豊永 悟史（H23・H24）, 工藤 聖（H22）, 酒盛 早
美（H22・H23・H24）, 祝園 秀樹（H22・H23）, 福地 哲郎（H24）, 眞崎
浩成（H23・H24）, 肥後 さより（H22・H23・H24）, 四元 聡美（H24）,
城間 朝彰（H23・H24）, 寺師 朗子（H22・H23）, 久保田 昌嗣（H22）, 永
冨 孝則（H22・H23）, 廣瀬 純子（H22・H23・H24）, 福田 照美（H22・
H23・H24）, 若松 伸司（H23）, 早崎 将光（H23・H24）, 大泉 毅（H23・
H24）, 山川 和彦（H23・H24）

測定法検討
グループ

◎長田 健太郎（H22・H23・H24）リーダー
児玉 仁（H22）, 清水 匠（H22）, 逸見 祐樹（H24）, 森田 浩行（H24）,
四栁 宏基（H24）, 山﨑 敬久（H22・H23・H24）, 谷口 佳文（H22・H23）,
吉川 昌範（H24）, 梶田 奈穂子（H22・H23）, 根來 好孝（H22・H23）, 長
濵 智子（H22・H23）, 大野 隆史（H22・H23・H24）, 吉井 克英（H22・
H23）, 西村 仁志（H24）, 佐川 竜也（H22・H23・H24）, 深見 武史（H24）,
日浦 盛夫（H22・H23・H24）, 大原 真由美（H22）, 砂田 和博（H23・
H24）, 白石 猛（H22）, 山内 正信（H23・H24）, 西 孝仁（H22・H23・
H24）, 山本 重一（H22・H23・H24）, 大久保 彰人（H22・H23）, 濱村 研
吾（H24）, 下原 孝章（H22・H23・H24）, 中村 心一（H24）, 工藤 聖（H22）,
村岡 俊彦（H23・H24）, 小野 由加里（H22・H23）, 岡本 英子（H24）,
溝口 進一（H22）, 福田 照美（H22・H23・H24）, 若松 伸司（H23）, 早崎
将光（H24）, 山川 和彦（H23・H24）
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グループ名

メンバー氏名

観測グループ

◎山神 真紀子 (H22・H23・H24）リーダー
○長谷川 就一 (H22・H23・H24）サブリーダー
秋山 雅行 (H22・H23・H24）, 芥川 智子 (H22・H23・H24）, 大塚 英幸 (H22・
H23・H24）, 松本 文雄 (H23）, 小泉 俊一 (H22）, 佐久間 隆 (H22・H23・
H24）, 小川 武 (H23）, 佐藤 郁子 (H24）, 家合 浩明 (H22・H23・H24）,
遠藤 朋美 (H22・H24）, 阿部 高光 (H24）, 山﨑 敬久 (H23・H24）, 井上
由里香 (H22）, 谷口 佳文 (H24）, 藤田 由里香 (H23）, 小川 綾子 (H24）,
吉川 昌範 (H23）, 森田 陽一 (H22）, 飯島 義彦 (H23）, 鴨志田 元喜 (H22・
H23）, 宇津野 典彦 (H24）, 相馬 久仁花 (H22・H23・H24）, 熊谷 貴美代
(H22・H23・H24）, 米持 真一 (H22・H23・H24）, 石井 克巳 (H22・H23・
H24）, 石井 康一郎 (H22・H23・H24）, 内田 悠太 (H22・H23・H24）, 齊藤
伸治 (H24）, 中込 和徳 (H22・H23）, 中村 清治 (H22）, 山田 大介 (H22・
H23）, 鈴木 義浩 (H24）, 城 裕樹 (H23・H24）, 須永 宏 (H23・H24）, 梶
田 奈穂子 (H22）, 川上 七恵 (H22）, 西山 亨 (H22・H23・H24）, 寺本 佳宏
(H22・H23・H24）, 髙士 昇吾 (H24）, 三田村 徳子 (H22・H23・H24）, 高
倉 尚枝 (H22・H23・H24）, 辻 昭博 (H22・H23）, 谷口 延子 (H22・H23・
H24）, 平澤 幸代 (H22・H23・H24）, 中戸 靖子 (H22・H23・H24）, 中坪 良
平 (H22・H23・H24）, 池盛 文数 (H22・H23・H24）, 久恒 邦裕 (H23・
H24）, 板野 泰之 (H22・H23・H24）, 福田 拓 (H22）, 佐川 竜也 (H22・H23・
H24）, 小林 優太 (H24）, 田部 貴大 (H24）, 高木 智史 (H24）, 鷹野 洋
(H24）, 林 隆義 (H23・H24）, 中桐 未知代 (H22・H23・H24）, 三戸 一正
(H23・H24）, 山本 重一 (H22・H23・H24）, 大久保 彰人 (H22・H23）, 濱村
研吾 (H24）, 下原 孝章 (H22・H23・H24）, 石橋 博 (H22・H24）, 龍尾 一
俊 (H23・H24）, 山田 祥子 (H22・H23）, 武藤 早紀 (H24）, 中田 高史 (H22・
H23）, 安東 大悟 (H24）, 木下 誠 (H22・H23）, 肥後 隼人 (H22・H23・
H24）, 福田 照美 (H22), 近藤 芳樹 (H24）, 武原 弘和 (H24）, 若松 伸司
(H23）, 佐野 到 (H23）, 向井 苑生 (H23）, 中田 真木子 (H23）, 武 直子
(H24）, 山川 和彦 (H23・H24）

モデルグループ

◎谷口 延子 (H22・H23・H24）リーダー
秋山 雅行 (H22・H23・H24）, 大塚 英幸 (H22）, 芥川 智子 (H23・H24）, 渡
部 陽一 (H22・H23）, 江端 英和 (H22）, 初鹿 宏壮 (H22・H23）, 松永 浩美
(H22）, 酒井 忠彰 (H23）, 山田 克則 (H24）, 藤田 由里香 (H23）, 谷口
佳文 (H24）, 森田 陽一 (H22）, 飯島 義彦 (H23）, 宇津野 典彦 (H24）, 鴨
志田 元喜 (H22・H23・H24）, 相馬 久仁花 (H22・H23・H24）, 井上 智博
(H22）, 町田 哲 (H22・H23・H24）, 萱沼 広行 (H22・H23・H24）, 三宅 健
司 (H24）, 篠原 英二郎 (H24）, 山田 大介 (H22・H23）, 中村 清治 (H22）,
川上 七恵 (H22）, 吉岡 理 (H22）, 西山 亨 (H22・H23・H24）, 寺本 佳宏 (H23・
H24）, 髙士 昇吾 (H24）, 高倉 尚枝 (H22）, 平澤 幸代 (H22・H23・H24）,
坂本 美徳 (H22・H24）, 中坪 良平 (H22・H23・H24）, 山神 真紀子 (H22・
H23・H24）, 池盛 文数 (H22・H23・H24）, 久恒 邦裕 (H23・H24）, 板野
泰之 (H22・H23・H24）, 田中 孝典 (H22・H23・H24）, 中桐 未知代 (H22・
H23・H24）, 林 隆義 (H23）, 白石 猛 (H22）, 山内 正信 (H23・H24）, 芝
和代 (H23・H24）, 友寄 喜貴 (H22）, 木下 誠 (H22・H23）, 肥後 隼人 (H22・
H23・H24）, 速水 洋 (H23）, 武 直子 (H24）, 飯島 明宏 (H24）, 岩本 真
二 (H24）

人工衛星データ
活用グループ

◎山本 勝彦 (H22・H23・H24) リーダー
渡部 陽一 (H22・H23), 三原 利之 (H24), 山神 真紀子 (H24), 田中 卓実
(H22・H23), 佐川 竜也 (H22・H23・H24), 大原 真由美 (H22), 長田 健太郎
(H22・H24), 三戸 一正 (H23・H24), 西 孝仁 (H22・H23・H24), 野口 克行
(H23・H24), 早崎 将光 (H24)
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資料2. 研究会議の実施状況
1 全体研究会
［平成22年度］
第 1 回全体研究会
日時：2010年 5 月13日（木）14：00〜 5 月14日（金）16：00
会場：国立環境研究所 （地球温暖化棟交流会議室）
議題：
1 ．研究紹介
・微小粒子状物質（PM2.5）の施策の動向と今後の課題（講演）
・リセプターモデルによる PM2.5発生源寄与評価（講演）
2 ．第 4 期研究の進め方（討議）
3 ．地域グループ報告
・PM2.5に関する北海道の取り組み状況（情報提供）
4 ．応用グループ報告
・人工衛星データの活用によるエアロゾル解析
［平成23年度］
第 1 回全体研究会
日時：2011年 5 月23日（月）13：30〜 5 月24日（火）15：20
会場：国立環境研究所 （地球温暖化棟交流会議室）
議題：
1 ．各種報告
・震災の影響、環境研究総合推進費、本年度 2 月の高濃度エピソード
2 ．研究紹介
・PM2.5及び光化学オキシダント対策に係る最近の動向（講演）
3 ．今年度の活動方針（討議）
4 ．観測グループ（討議）
・キャニスター用濃縮システムの連続 VOCs モニタリングへの応用
・2 月 PM2.5高濃度事例解析紹介
・テープろ紙分析の概要と研究事例の紹介
5 ．データベース・解析グループ（討議）
・近畿地方の光化学オキシダント高濃度事象と NMHC 濃度等原因物質や気象条件の
解析提案
6 ．モデルグループ（討議）
・環境省 ALV データについて
・PMF を用いた環境省成分データの解析（議論）
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7 ．測定法検討グループ（討議）
・全体のデータ（ 2 次基準器 vs.3次基準器）の状況について
・大気常時監視における PM2.5の測定結果と測定法の検討について
・属性調査の問題点と今後の進め方について
［平成24年度］
第 1 回全体研究会
日時：2012年 5 月24日（木）13：00〜 5 月25日（金）16：30
会場：貸教室・貸会議室

内海（東京都千代田区）

議題：
1 ．研究紹介
・PM2.5及び光化学オキシダント対策に係る最近の動向（講演）
2 ．データベース・解析グループ（討議）
・基本解析

大阪府の特徴から

3 ．観測グループ（討議）
・同期全国測定による汚染実態の解明と越境汚染の把握
・関東甲信静サブ G の同期観測の実施状況
・2011年 9 月〜2012年 3 月の成分測定結果収集
・九州限定で 4 〜 6 月のフィルターパック結果
・VOC 観測の活動紹介
・2011年 2 月 PM2.5高濃度事例解析
・北海道東北北陸 G

状況報告

・炭素成分分析クロスチェック結果
4 ．地域グループ
（九州）
・平成24年 5 月 7 日の光化学オキシダント注意報発令時の状況について
・4 月10日〜11日にかけての電線ショートについての解析
（東海近畿）
・東海近畿地域における光化学オキシダント高濃度事例解析
5 ．今年度の活動方針および最終報告書作成方針について
2. グループ会議
［平成22年度］
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2010年 5 月13日

グループリーダー会議

国立環境研究所 （つくば市）

2010年11月25日

データベース・解析グループ会議（東京）

2010年11月25日

観測グループ会議（東京）

2010年11月26日

モデルグループ会議（東京）

2010年11月26日

測定法グループ会議（東京）

資料2. 研究会議の実施状況

2010年11月26日

人工衛星データ活用グループ会議（東京）

2011年 1 月15日

サブリーダ会議（つくば市）

2011年 2 月 4 日

第 1 回東海・近畿グループ会議（大阪市）

2011年 3 月16日

観測・モデルグループ会議（つくば市）震災のため中止

［平成23年度］
2011年 5 月23日

グループリーダー会議（つくば市）

2012年 2 月23日

平成23年度衛星データ解析 G 会議（大阪市）

2012年 3 月 5 日

平成23年度拡大 G 会議（福岡市）

［平成24年度］
2012年 5 月24日

グループリーダー会議

国立環境研究所 （つくば市）

2012年12月11日

グループリーダー会議（東京）
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資料3. 成果発表一覧
1. 査読論文発表（総数
1.

10件）
：

武直子，板野泰之，山神真紀子，大原利眞：
「ポテンシャルオゾンを用いた Ox 異常値スク
リーニング法の検討」大気環境学会誌，45，264-270（2010）

2.

板野泰之，若松伸司，長谷川就一，岡崎友紀代，紀本岳志：
「夏季の PM2.5質量濃度に対する
東アジアからの越境汚染人為エアロゾルの影響」大気環境学会誌，45，66-72（2010）

3.

菅田誠治，大原利眞，黒川純一，早崎将光：
「大気汚染予測システム（VENUS）の構築と検
証」大気環境学会誌，46，49-59（2011）

4.

板野泰之，高倉耕一：
「ベイズ統計手法による都市大気オゾンの日内変動と季節変動の分離
評価」大気環境学会誌，46，179-186（2011）

5.

山神真紀子，大原利眞，中島寛則，池盛文数，久恒邦裕，大場和生：
「名古屋市における
PM2.5の化学組成と高濃度発生パターンの経年変化」大気環境学会誌，46，139-147（2011）

6.

Hayasaki, M., M. K. Yamamoto, A. Higuchi, A. Shimizu, I. Mori, M.Nishikawa, T. Takasuga：
「Asian
dust transport to Kanto by ﬂow around Japanʼs cenral mountains」SOLA, 7A, 032-035, doi:10.2151/
sola.7A-009. (2011)

7.

Fushimi, A., R. Wagai, M. Uchida, S. Hasegawa, K. Takahashi, M. Kondo, Y. Morino, Y. Shibata, T.
Oh-hara, S. Kobayashi, K. Tanabe：「Radiocarbon (14C) diurnal variations in fine particles at sites
downwind from Tokyo, Japan in Summer」Environmental Science & Technology, 45, 6784-6792
(2011)

8.

山神真紀子，大原利眞，中島寛則，池盛文数，久恒邦裕，大場和生：
「名古屋市における
PM2.5の化学組成と高濃度発生パターンの経年変化」大気環境学会誌，46，139-147（2011）

9.

Kondo, Y., K. Ram, N. Takegawa, L. Sahu, Y. Morino, X. Liu, and T. Ohara：「Reduction of black
carbon aerosols in Tokyo: Comparison of real-timeobservations with emission estimates」Atmospheric
Environment, 54, 242-249 (2012)

10

長谷川就一，米持真一，山田大介，鈴木義浩，石井克巳，齋藤伸治，鴨志田元喜，熊谷貴美
代，城裕樹：
「2011年11月に関東で観測された PM2.5 高濃度の解析」大気環境学会誌，49，
242-251（2014）

2. その他論文発表（総数
1.

10件）

板野泰之：
「大阪市における光化学汚染対策とその評価手法の最新事情」資源環境対策，
47（ 5 ），45-49（2011）

2.

，3-9（2011）
大原利眞：
「PM2.5の現状と課題」空気清浄，48（ 5 ）

3.

福田照美，武原弘和，坂口美鈴，吉田芙美子，丸山龍也，津留靖尚：
「熊本市における黄砂
発生の事例解析」平成22年度熊本市環境総合研究所報18号，p52-60（2011）

4.

大原利眞：
「大気汚染の数値モデリングと排出インベントリに関する研究−大気環境の統合
研究をめざして−」大気環境学会誌，46，201-208（2011）

5.
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究」資源環境対策，47（ 5 ）
，34-39（2011）
6.

，38-42
板野泰之：
「地方自治体の連携による PM2.5 調査研究の実際」日中環境産業48（10）
（2012）

7.

大原利眞，森野悠：
「都市と大気汚染」気象研究ノート第224号「都市の気象と気候」第 4 章，
85-102（2012）

8.

肥後隼人，宮地夏海，木下誠：
「福岡市における春季の PM2.5および SPM の水溶性成分」福
岡市保健環境研究所報37号，58-61（2011）

9.

豊永悟史，林英明，北岡宏道：
「熊本県における光化学オキシダント濃度の現状と動向（〜
2009）」熊本県保健環境科学研究所報（41）
，63-67（2012）

10. 福田照美：
「第39回環境保全・公害防止研究発表会各座長よるセッション報告」大気全国環
境研会誌（2013年 3 月）
（2013）
3. 大気環境学会年会発表（総数
1.

28件）

菅田誠治，大原利眞，黒川純一，早崎将光：
「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5
研究」第51回大気環境学会年会（2010.9.8-10．豊中市）

2.

土屋敦裕，古舘肇，山上仰，板野泰之：
「キャニスタ―用濃縮システムの連続 VOCs モニタ
リングへの応用」第51回大気環境学会年会（2010.9.8-10．豊中市）

3.

長田健太郎，佐川竜也，早崎将光，山本勝彦，国立環境研究所・C 型共同研究グループ（中
国四国グループ・衛星データ活用グループ）
：
「黄砂飛来時における大気汚染物質濃度の上昇
について」第51回大気環境学会年会（2010.9.8-10．豊中市）

4.

山本重一，下原孝章，大石興弘，岩本眞二，C 型共同研究九州グループ：
「粒子状硫酸塩お
よび金属成分の越境汚染による九州地域への影響」第51回大気環境学会年会（2010.9.8-10．
豊中市）

5.

早崎将光：
「近年の黄砂・汚染期待の混合状況−常時監視局 SPM・SO2データによる区分−」
第51回大気環境学会年会（2010.9.8-10．豊中市）

6.

日置 正：
「関西地域で観測した長距離輸送エアロゾルの無機元素から見た化学像」第52回大
気環境学会年会特別集会（2011.9.14-16．長崎市）

7.

鴨志田元喜，飯島明宏，山田大介，谷口延子，日置正，岩本眞二，大原利眞，菅田誠治，国
立環境研究所・Ⅱ型共同研究グループ（モデルグループ）
：
「環境省微小粒子状物質等暴露影
響調査データへの PMF モデルの適用 （ 1 ）調査データの基礎解析（ポスター）
」第52回大
気環境学会年会特別集会（2011.9.14-16．長崎市）

8.

山田大介，飯島明宏，鴨志田元喜，谷口延子，日置正，岩本眞二，大原利眞，菅田誠治，国
立環境研究所・Ⅱ型共同研究グループ（モデルグループ）
：
「環境省微小粒子状物質等暴露影
響調査データへの PMF モデルの適用 （ 2 ）PMF モデルによる因子の抽出と検証（ポス
ター）」第52回大気環境学会年会特別集会（2011.9.14-16．長崎市）

9.

板野泰之，高倉耕一，山神真紀子，大原利眞：
「都市の光化学オキシダント濃度に対するそ
の場の光化学生成とバックグラウンド濃度の分離評価の試み」第52回大気環境学会年会特別
集会（2011.9.14-16．長崎市）
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10. 中戸靖子，山神真紀子，米持真一，山田大介，Ⅱ型研究共同研究グループ（観測グループ）
：
「2011年 2 月の国内における PM2.5の高濃度現象の解析−PM2.5中の化学組成の変動について
−」第52回大気環境学会年会特別集会（2011.9.14-16．長崎市）
11. 佐川竜也，長田健太郎，山本勝彦，米持真一，芝和代，国立環境研究所・Ⅱ型共同研究グルー
プ：「2011年 2 月の国内における PM2.5の高濃度現象の解析―常時監視データから見る PM2.5
濃度の時空間変動について―」第52回大気環境学会年会特別集会（2011.9.14-16．長崎市）
12. 山本重一，下原孝章：
「福岡県における硫酸塩とオキシダントの移流影響について」第52回
大気環境学会年会特別集会（2011.9.14-16．長崎市）
13. 菅田誠治，板野泰之，飯島明宏，山本勝彦，山本重一，谷口延子，秋山雅行，大原利眞，山
三田村徳子，長田健太郎，田村圭，家合浩明，佐川 竜也：
神真紀子，山﨑敬久，長谷川就一，
「全国の環境研究機関の有機的連携による PM2.5汚染の実態解明」第53回大気環境学会年会
（2012.9.12-14．横浜市）
14. 飯島明宏，山本勝彦，山本重一，谷口延子，秋山雅行，山﨑敬久，長谷川就一，
三田村徳子，
長田健太郎，田村圭，家合浩明，佐川竜也，菅田誠治，大原利眞：
「変量解析による PM2.5高
濃度イベントの解釈」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横浜市）
15. 中戸靖子，山本勝彦，秋山雅行，長谷川就一，山本重一，谷口延子，山﨑敬久，三田村徳子，
長田健太郎，田村圭，家合浩明，佐川竜也，菅田誠治，大原利眞：
「2012年 1 月中旬に観測
された PM2.5髙濃度イベントにおける炭素成分の挙動」第53回大気環境学会年会（2012.9.1214．横浜市）
16. 山本重一，下原孝章，濱村研吾，山本勝彦，谷口延子，山﨑敬久，長谷川就一，
三田村徳子，
長田健太郎，田村圭，家合浩明，佐川竜也，菅田誠治，大原利眞：
「2012年 1 月中旬に観測
さ れ た PM2.5 髙 濃 度 イ ベ ン ト に お け る イ オ ン 成 分 の 挙 動」 第 53 回 大 気 環 境 学 会 年 会
（2012.9.12-14．横浜市）
17. 日置正，谷口延子，山本勝彦，中戸靖子，山本重一，山﨑敬久，長谷川就一，三田村徳子，
田村圭，家合浩明，佐川竜也，菅田誠治，大原利眞：
「2012年 1 月中旬に観測された PM2.5髙
濃度イベントにおける無機元素の挙動」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横浜市）
18. 山本勝彦，中戸靖子，三田村徳子，山神真紀子，加藤三奈，西山亨，高倉尚枝，平澤幸代，
谷口延子，中坪良平，板野泰之，山本重一，菅田誠治，大原利眞：
「2012年 1 月における
PM2.5高濃度時の濃度分布とその要因について」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横
浜市）
「隠岐及び京丹後における
19. 谷口延子，日置正，佐川竜也，山本重一，菅田誠治，大原利眞：
大気エアロゾル化学成分自動連続分析結果について」第53回大気環境学会年会（2012.9.1214．横浜市）
20. 秋山雅行，大塚英幸，芥川智子，菅田誠治，大原利眞：
「北日本における PM2.5高濃度出現状
況について（ 1 ）−水溶性成分，炭素成分の挙動−」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．
横浜市）
21. 大塚英幸，秋山雅行，芥川智子，菅田誠治，大原利眞：
「北日本における PM2.5高濃度出現状
況について（ 2 ）−無機元素成分の挙動−」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横浜市）
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22. 飯島明宏，菅田誠治，大原利眞：
「各種発生源から大気に排出される粒子状物質の化学組成
プロファイリング」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横浜市）
23. 板野泰之，菅田誠治，大原利眞：
「特殊な発生源からの VOC 排出実態調査」第53回大気環
境学会年会（2012.9.12-14．横浜市）
24. 山神真紀子，佐川竜也，中戸靖子，長田健太郎，米持真一，山本勝彦，山田大介，芝和代，
山田克則，菅田誠治，大原利眞：
「2011年 2 月の国内における PM2.5の高濃度現象の解析（ 3 ）」
第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横浜市）
25. 長谷川就一，米持真一，山田大介，鈴木義浩，石井克巳，齊藤伸治，鴨志田元喜，熊谷貴美
代，国立環境研究所・Ⅱ型共同研究グループ観測グループ（関東甲信静グループ）
：
「2011年
11月に関東で観測された PM2.5高濃度の解析」第53回大気環境学会年会（2012.9.12-14．横浜
市）
26. 福田照美，岩本眞二，山本重一：
「熊本市における近年の黄砂発生の事例解析―九州地方に
おける平成20ー22年度までの硫酸塩調査に基づいて―」第53回大気環境学会年会（2012.9.1214．横浜市）
27

長谷川就一，山神真紀子，菅田誠治：
「地方環境研究所の共同による PM2.5観測」大気環境学
会54回年会特別集会（全国環境研協議会企画）
（2013年 9 月，新潟）

28

飯島明宏，池盛文数，長谷川就一，菅田誠治：
「PM2.5発生源寄与評価の現状と展望」大気環
境学会第54回年会特別集会（全国環境研協議会企画）
（2013年 9 月，新潟）

4. その他口頭発表（総数
1.

16件）

板野泰之，高倉耕一：大気環境学会近畿支部 反応と測定部会研究発表会「ベイズ推定によ
る都市大気オゾンの地域内寄与とバックグラウンド寄与の分離評価」
（2010.12.10. 大阪市）

2.

山神真紀子，池盛文数，久恒邦裕，中島寛則：第27回エアロゾル科学・技術研究討論会「名
（2010.8.3，ポスター）
古屋市における PM2.5の経年変化と季節変動」

3.

野口克行，A. Richter, and J. P. Burrows：第25回大気圏シンポジウム「人工衛星による対流圏
（2011年 2 月，JAXA 相模原キャンパス）
NO2の観測」

4.

M. Hayasaki, M. K. Yamamoto, A. Higuchi, A. Shimizu, I. Mori, M. Nishikawa：The 16th CEReS
International Symposium on Climate Change Studies through Activities of SKYNET and Virtual
Laboratory for Climate Diagnostics"「Spatial contrast of Asian dust concentration between windward
and leeward of mountains in Japan during 1-2 April 2007"」(21-23 October 2010, Nago, Okinawa,
Japan)

5.

Sugata S., Ohara T., Kurokawa J., Hayasaki M.：10th Annual CMAS Conference「Development of
the air pollution forecast system VENUS and its validation. 」(Oct. 2011)

6.

Sugata S., Morino Y., Ohara T., Nishizawa M., Kurokawa J., Hayasaki M.：3rd International
Workshop on Air Quality Forecasting Research「Air quality perspectives from Japan and response/
impact of the recent Earthquake/Tsunami.」(Nov. 2011)

7.

山本勝彦：大阪府常時監視市町村連絡会「微小粒子状物質の汚染機構解明へのとりくみにつ
いて」
（2011.8.25）
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山本重一：第37回九州衛生環境技術協議会「九州ブロックにおけるオキシダント計校正結果

8.

について」
（2011.10.6-7．熊本市）
仁平明：大気環境学会北海道・東北支部第18回総会一般研究発表「平成22年11月12日の黄砂

9.

飛来による SPM 高濃度」
（2011.10.21．秋田県）
10. 山本勝彦：国環研黄砂モニタリングワークショップ「PM2.5測定とライダー観測データにつ
いて」
（2012.1.10,11）
11. 山 本 勝 彦： 大 阪 府 環 境 保 全 課 情 報 交 換 会「PM2.5 測 定 と ラ イ ダ ー 観 測 デ ー タ に つ い て」
（2012.1.16）
12. 山田克則：福井県衛生環境研究センター所内研究発表会「光化学オキシダント高濃度事例解
析

〜Ⅱ型共同研究から〜」
（2012.3.13）

13. 福田照美，丸山龍也，藤井幸三，津留靖尚，岩本眞二：第39回環境保全・公害防止研究発表
会「熊本市における近年の黄砂発生の事例解析 −平成20-22年度までの硫酸塩調査に基づ
いて−」
（2012.11.22．熊本市）
14. 福田照美，丸山龍也，藤井幸三，津留靖尚，岩本眞二：大気環境学会九州支部第13回研究発
表 会「 熊 本 市 に お け る 平 成 20-22 年 度 の 硫 酸 塩 調 査 に 基 づ く 黄 砂 観 測 日 の 事 例 解 析」
（2013.01.25．福岡市）
15. 長谷川就一：関東地方大気環境対策推進連絡会浮遊粒子状物質調査会議講演会「全国の地環
研と国環研による PM2.5実態解明と発生源寄与評価の取り組みと，2011年11月に関東で観測
（2013.3.19．横浜市）
された PM2.5高濃度の解析」
16. 福地哲郎：宮崎県

環境管理研究会「平成24年度における PM2.5等大気汚染物質高濃度事例

について」
（2011.10.6-15．熊本市）
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本報告書のとりまとめについて
本報告書は平成24年度末を目途に本来刊行される予定であり、本報告書の各章の原稿の多くも
当時作成して頂いたものであるが、諸般の事情によりとりまとめが間に合わず刊行が遅れ、その
ままになっていたものである。今回、平成26年度中に兎に角にも発刊しようということで、当時
の原稿を体裁だけ整えるなどによりまとめたのが本報告書である。よって、本報告書の内容や著
者の所属等は平成24年度当時を基準に記述されている。
結局非常に厳しいとりまとめスケジュールとなり、各著者に十分な追加・修整の機会を取って
頂けなかった。今後内容や図の追加訂正があれば下記ホームページに掲載するのでご確認頂きた
い。
以上のようなとりまとめの経緯について、国立環境研究所側共同代表事務局担当としてお詫び
を申し上げるとともに、共同研究の担当者、協力者の皆様、ならびに、本報告書の執筆者の皆様
に御礼申し上げたい。また、報告書のとりまとめにお世話になった高木貴子さん、曽我稔さんと
国立環境研究所環境情報部情報企画室の皆様に深く感謝する。
（国立環境研究所

地域環境研究センター都市大気環境研究室

菅田誠治）

本共同研究の Web ページについて
国立環境研究所ホームページ「光化学オキシダント等に関するⅡ型共同研究」
http://www.nies.go.jp/pmdep/ctype/
にて本報告書ならびに関連情報を閲覧頂ける。
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