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◆巻 頭 言◆ 

 

共同研究を推進しよう 

 

公益財団法人ひょうご環境創造協会 

 兵庫県環境研究センター長  神 田 泰 宏 

 

 

共同研究や研究発表会などにおいて多大なご指導，ご

協力をいただき，ありがとうございます。また，東海・

近畿・北陸支部長ということで，本稿執筆の機会を与え

ていただき，重ねて感謝申し上げます。 

当センターは，昭和43年に設立された兵庫県立公害研

究所を前身とする組織です。行財政改革の一環で平成21

年度から財団法人の一部門となっていますが，研究員は

全員県職員で，県からの運営補助金及び調査委託金をベ

ースに活動しており，同財団の中でも独立性の高い組織

です。財団化によって，外部資金による共同研究は実施

しやすくなったようです。 

当センターは，県域の大気，河川，沿岸海域等の一般

環境モニタリングと，県が実施する工場・事業場への立

入検査（発生源モニタリング）に伴う試料の環境分析を

基盤的な業務として実施してきました。環境分析は，非

常に濃度の低い微量汚染物質を計量するという特殊な技

術を要します。私が県庁に入った頃は，ppm（百万分の一）

というだけで，大変難しい仕事をしているように一般の

人から見ていただけました。しかし，現在はppt（一兆分

の一：百万分の一の百万分の一）を求められる項目もあ

ります。また，新規POPs（残留性有機汚染物質）が年々

追加されており，それらの分析方法開発が課題となって

います。さらに地球温暖化の影響を捉えようとすると，

新しい項目の分析，より精度の高い分析が必要です。 

このようにモニタリングの要求水準は，これまで上昇

してきましたし，今後も一層上昇し続けると考えられま

す。これに対応するだけで大変な仕事になるのですが，

一方で，大量に産出されるデータを活用し，複雑に絡み

合った要素間の関係を理解することが求められています。

これに対応するためには，環境のモデリングが効果的で

す。また，モデリングは，実測できない場所での濃度推

定や将来濃度の予測などを可能にしてくれます。 

モデリングは，化学分析を専門とする人にとっては別

世界で敷居が高いと感じるかもしれません。しかし，こ

れまで難しいと思われてきたモデリングも，GUI（グラフ

ィカル・ユーザー・インターフェイス）の搭載などによ

り，開発しやすくなってきました。IT技術の進展は目覚

ましく，この恩恵を受けない訳にはいかないでしょう。

当センターでは，放射性物質拡散予測，PM2.5発生源解析

といった大気部門でモデリングが定着したほか，本年度

から流域及び海洋（瀬戸内海）の水質部門でもモデリン

グに取り組むようになりました。モニタリングとモデリ

ングの両方を行うことは，大変ではありますが，両者は

密接に関係しており，好循環を形成することが期待でき

ます。 

研究員が，興味を持てるテーマを見つけ，取り組んで

いくためには，外部機関との共同研究は非常に重要です。

当センターは，現在Ⅱ型共同研究の4課題に参加していま

すが，来年度からは5課題に参加する予定です。また，外

部資金共同研究は，環境研究総合推進費の共同研究1課題，

科学研究費補助金の共同研究2課題，その他の共同研究4

課題に取組んでいるほか，資金提供を受けない共同研究

を近隣大学と実施しています。そのため，研究員は，県

内のモニタリングと共同研究のため，出張が多く，飛び

回っている状況です。 

共同研究は，研究者個人が刺激を受ける機会を与える

だけでなく，少ない研究員で幅広い分野に対応するため

にも重要です。細分化された研究が組み合わさって行政

ニーズに対応しやすくなります。また，研究の質を確保

するためにも効果的だと思います。さらに，専門分野の

近い人からは有益な助言が得られ，専門分野が離れた人

からは異なった見方を学ぶことができます。 

最後に，全環研会誌の先月号で，酸性雨全国調査の特

集がありました。1991年から多数の地環研が参加し，段

階ごとに発展しています。各フィールドを持つ地環研が

力を合わせれば，全国レベルの素晴らしい研究ができる

ことを示していると思います。このような研究のネタは

他にも色々あるのではないでしょうか。例えば，沿岸域

での海洋酸性化の全国調査はどうでしょうか。米国では，

アラゴナイト飽和度や溶存態無機炭素などのモニタリン

グが定着し，住民参加の海洋酸性化ネットワークが沿岸

域各地で活動しています。環境の質は，自然条件と人間

活動の影響を受けますので，地域特性があります。その

ような属性を備えたデータを各地で取り，全国レベルで

解析することは，環境研究の基本的なアプローチであり，

全環研に期待されていると思います。 
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＜特 集＞騒音小委員会共同研究 

 

航空機騒音に係る新環境基準の測定評価等に関する 
研究報告書 

 

 

全国環境研協議会企画部会 騒音小委員会 

藤原 衛・菊地英男・石橋雅之 

 

 

 

 

1. はじめに 

平成25年4月1日より，航空機騒音に係る環境基準の評

価指標は加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）から時

間帯補正等価騒音レベル（𝐿den）へと変更された。これ

を受け，全国環境研協議会企画部会の騒音小委員会では，

新旧評価指標の違いや特徴について明らかにし，また，

測定方法に関する課題や対応策についての情報を共有す

るため，平成25～27年度の3ヵ年で共同研究を行った。 

 

2．共同研究機関 

共同研究参加機関を表1に示す。 

 

表 1 調査参加機関 

青森県環境保健センター  

○宮城県保健環境センター  

秋田県健康環境センター  

福島県環境創造センター  

◎新潟県保健環境科学研究所  

茨城県霞ケ浦環境科学センター 

千葉県環境研究センター 

 

※神奈川県環境科学センター 

長野県環境保全研究所 

静岡県環境衛生科学研究所 

浜松市保健環境研究所 

愛知県環境調査センター 

沖縄県衛生環境研究所 

 

◎は調査担当幹事機関，○は騒音小委員会委員長機関を表す。 

※神奈川県環境科学センターは事務局としての参加 

 

3．調査方法 

3.1 航空機騒音実態調査（データ解析） 

環境基準達成状況の把握のため，平成25年度に各自治

体が測定した航空機騒音監視データを対象とし，地点別

に日単位で集計した値について，統一された報告様式に

よってデータを収集した。航空機騒音自動測定装置が標

準的に出力するWECPNLや𝐿den等を必須項目とし，別途計

算する必要がある日平均継続時間や𝐿AE等は可能な場合

に報告する補足項目とした。 

 

3.2 航空機騒音に係るアンケート調査 

新環境基準に基づく環境基準の類型あてはめや航空機

騒音の測定方法の状況及び航空機騒音に関する測定・評

価マニュアルの問題点，航空機騒音測定の実務において

の考え方や対処方法についてアンケート調査を行った。 

 

4．用語の意味 

本書における用語の意味は，原則として「航空機騒音

測定・評価マニュアル（平成27年10月 環境省）」（以

下「マニュアル」と言う。）に準拠しているが，マニュ

アルに記載の無い用語及びマニュアルに記載があるが本

書を読む上で理解の一助になると思われる用語について

以下に記す。 

 

4.1新指標／旧指標 

新指標は𝐿denを，旧指標はWECPNLを言う。本書におい

て特に断りの無い場合，「WECPNL」は日本国内における

環境基準評価指標としてのWECPNLを指す。WECPNLは明確

な単位を持たない。 

 

4.2指標差 

WECPNLから𝐿denの値を差し引いたものを言う。必要に

応じ，年間値同士の差を「年指標差」，日間値同士の差

を「日指標差」と表す。指標差は単位を付さず数値のみ

の表記となる。𝐿denの環境基準値はWECPNLから13減じた

値（指標差13）に定められている。 

 

4.3日間値 

ある１日におけるWECPNL及び𝐿denの値を言う。航空機



 

＜特集＞ 航空機騒音に係る新環境基準の測定評価等に関する研究報告書 
146 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 

3 

が１機も観測されなかった日の日間値は算出できないが，

荒天等で欠測の場合を除き，測定日としては有効である。 

 

4.4 年間値 

WECPNLまたは𝐿denの日間値を全測定日にわたってパワ

ー平均したものを言う。短期測定において複数の測定期

間がある場合は測定期間ごとに全測定日をパワー平均し，

さらに全ての期間についてパワー平均する。環境基準評

価量に等しい。 

 

4.5日平均値（日算術平均値，日パワー平均値） 

ある項目についての一日あたりの算術平均値を言う。

ただし，𝐿Amax及び𝐿AEについてはパワー平均を用いる。 

 

4.6年平均値（年算術平均値，年パワー平均値） 

ある項目の日平均値を全測定日にわたって算術平均し

た値を言う。ただし，𝐿Amax及び𝐿AEについては日パワー

平均値をパワー平均する。 

 

4.7 パワー平均 

騒音レベルを10の累乗（パワー）の形（10𝐿 10⁄ ；powers 

of 10）にして算術平均し，再びdBに戻す操作を言う。環

境基準で用いられている呼称である。 

※マニュアルでは「パワー平均」を「エネルギー平均」

と言い換えている。𝐿denや𝐿AEのようなエネルギーベース

の値を計算する場合には言い換えが可能であるが，本書

では𝐿Amaxのようなエネルギーベースとは言えない（言い

換えられない）値も扱うため，「パワー平均」の呼称で

統一している。 

 

4.8 準定常騒音 

アイドリング音のような長時間にわたって継続する音

を言う。𝐿denにおいて新たに測定対象となった。 

 

4.9 単発騒音暴露レベル（𝑳𝐀𝐄）／最大騒音レベ
ル（𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱） 

航空機が通過した際の騒音レベル変動において，その

最大値が𝐿Amax，その面積値が𝐿AEに相当する。𝐿denにお

いては面積値である𝐿AEを直接測定するが，WECPNLでは騒

音レベルの変動を三角形に見立て，三角形の高さ（𝐿Amax）

と底辺（継続時間）から，三角形の面積計算により𝐿AE近

似値を算出する。 

 

4.10 継続時間 

航空機騒音が𝐿Amax − 10dB以上である時間を言う（単

発騒音の場合）。WECPNLでは継続時間が20秒であると仮

定して計算される。 

 

4.11 飛行場タイプ 

マニュアルでは利用形態によって飛行場をタイプ1～5

に分類している。今回のデータではタイプ1,2,5の飛行場

のデータが得られている。タイプ1は主に民間航空が使用

する飛行場，タイプ2は自衛隊等専用の飛行場，タイプ5

は民間と自衛隊等が共用する飛行場である。新潟空港や

秋田空港は自衛隊も利用するが民間航空が主であるため

タイプ1に分類されている。 

 

5 航空機騒音実態調査結果 

本章では測定データ解析に基づく航空機騒音実態調査

の結果について述べる。 

 

5.1 データ概要 

データは日次単位で収集し，19飛行場152地点（うち通

年測定地点72，短期測定地点80），延べ日数27,431日分

が得られた（図1，表 2）。ただし，羽田空港は全て千葉

県内の地点である。 

得られた日次データを基に，表 3に示す条件により，

地点別の代表値（年間値，年平均値）を算出した。 

 

図 1 調査対象の 19飛行場 
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表 2 飛行場ごとの報告地点数 

 

 

表 3 地点別代表値の算出方法 

１. 地点ごとにWECPNL日間値及び𝐿den日間値をパワー平

均し，WECPNL年間値及び𝐿den年間値を求める（0参

照）。 

２. ただし，１において，航空機騒音の測定データ数が

０の日については，その日の騒音暴露量を０として

測定期間に算入する（荒天等による欠測日を除く）。 

３. 年指標差をWECPNL年間値－𝐿den年間値により算出 

する。 

４. その他の項目について，日ごとデータの算術平均に

より年平均値を求める。ただし，𝐿AE及び𝐿Amaxはパ

ワー平均により年平均値を求める。算出においては

測定データがゼロの日は除く。 

 

5.2 飛行場別の特徴（概況） 

WECPNLや𝐿denをはじめとした基本的な項目について，

飛行場別に地点代表値の算術平均値及び変動係数1を求

め，ヒートマップとして図2及び図3に示した。ただし，

「地点数」は各飛行場における報告地点数である。また，

データが無い項目は灰色で示してある。新潟空港の各地

点における継続時間については，平成25年度の継続時間

データが入手できなかったため，平成23～24年度の2ヵ年

平均値で代用している。 

図2について，いくつか特徴的な飛行場を挙げると， 

・成田国際空港は地点数及び観測機数が特に多く，𝐿den

及びWECPNLも高い反面，指標差が小さい。 

・新潟空港は継続時間が特に短い。 

・中部国際空港は継続時間と水平距離を除き，全体的

に小さい。 

等がある。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 標準偏差を平均値で除した値であり，ばらつきが平均

値に対して±何％かを表す。 

一方，図3から，特徴的な点は， 

・羽田空港及び静岡空港はWECPNLと𝐿denのばらつきが

大きい。 

・松本空港は特に指標差と継続時間のばらつきが大き

い。 

・地点数の少ない飛行場ほど全体的にばらつきが小さ

い傾向がある。 

等があった。 

 

    図 2 地点代表値の飛行場別算術平均値 

（「地点数」は各飛行場の報告地点合計値） 

 

     図 3 地点代表値の飛行場別変動係数 

（数値は「地点数」を除き百分率表記。「地点数」は各飛行

場の報告地点合計値） 

飛行場
飛行場 タイプ 通年測定 短期測定 合計

成田国際空港 1 23 - 23
新潟空港 1 2 12 14
羽田空港 1 6 5 11
松本空港 1 - 8 8
中部国際空港 1 - 7 7
仙台空港 1 3 3 6
静岡空港 1 - 6 6
福島空港 1 - 4 4
秋田空港 1 2 1 3
嘉手納飛行場 2 12 - 12
普天間飛行場 2 12 - 12
下総飛行場 2 2 8 10
松島飛行場 2 3 - 3
浜松飛行場 2 - 2 2
八戸飛行場 2 - 1 1
百里飛行場 5 2 10 12
県営名古屋空港 5 1 7 8
三沢飛行場 5 - 6 6
那覇空港 5 4 - 4
全体 72 80 152

報告地点数
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5.3 WECPNLと𝑳𝐝𝐞𝐧の関係について 

5.3.1 年間値による比較 
各地点におけるWECPNL年間値と𝐿den年間値の散布図を

図4に示す。図中の対角線はWECPNL－13の線，赤色の線は

WECPNLと𝐿denの単回帰線を表す。図より，WECPNLと𝐿denは

広い範囲にわたって非常に良好な直線関係にあることが

確認できる。このとき，WECPNLと𝐿denの回帰線の傾きは

0.908であった。傾きが１を下回ることから，WECPNLが大

きい地点ほど差が大きい傾向にあることが示唆される。

参考として，飛行場単位で整理した各地点における

WECPNL年間値と𝐿den年間値の散布図を図5に示した。 

 

 

図 4 各地点における WECPNL 年間値と𝑳𝐝𝐞𝐧年間値

の散布図 

（対角線は WECPNL-13の線，赤線は単回帰線） 

 

表 4 回帰式（図 4中）による WECPNLと𝑳𝐝𝐞𝐧年間 

値の関係 

 

図4中の回帰式を用い，WECPNLの値に対応する𝐿denの推

計値及びその指標差を計算し，表4に示した。WECPNLの環

境基準値（I類型70及びII類型75）に対応する指標差の推

定値はI類型で14.3，II類型で14.7であり，いずれも環境

基準で想定されている13より大きい値となっていた。な

お，四捨五入による整数丸めを考慮する場合は，環境基

準値がI類型70.5及びII類型75.5であるとして，指標差は

それぞれ14.4dB，14.8dBであった。 

 

図 5 飛行場単位の WECPNL 年間値と𝑳𝐝𝐞𝐧年間値の

散布図 

（対角線は WECPNL-13 の線，赤線は単回帰線。1 地点のみ

の八戸飛行場は回帰線無し）  

 

図5は，WECPNL年間値に対する年指標差の散布図及び単

回帰線である。ややばらつきが大きいものの，WECPNLが

大きい地点ほど指標差も大きい傾向が認められる。これ

は，図4において，WECPNL年間値と𝐿den年間値との回帰係

数が1を下回っていたことと同義である。図中に示した回

帰式から，WECPNL=56.0のときに指標差＝13.0（環境基準

で想定する差）になると推計される。WECPNL＝56.0を分

水嶺とし，WECPNLが56.0を上回るほど指標差が13より大

きく，下回るほど13より小さくなる傾向があり，その傾

きは0.0916であった。 

参考として，飛行場単位で整理した各地点のWECPNL年

間値と𝐿den年間値の散布図を図6に示した。

WECPNL L den [dB] 指標差

55.0 42.1 12.9
60.0 46.6 13.4
65.0 51.2 13.8
70.0 55.7 14.3
70.5 56.1 14.4
75.0 60.3 14.7
75.5 60.7 14.8
80.0 64.8 15.2
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6 

 

図 6 各地点における WECPNL年間値と年指標差の

散布図（赤線は単回帰直線） 

▼ばらつきはあるものの，WECPNLが大きい地点ほど指標差

が大きい傾向が認められる。 

 

図 7 飛行場単位の WECPNL年間値と年指標差の散

布図 

（赤線は単回帰線。1地点のみの八戸飛行場は回帰線無し） 

5.3.2 日間値の解析 

飛行場単位で整理した各地点のWECPNL日間値と𝐿den日

間値の回帰直線を図8に示す。回帰直線はすべて外挿した。

多くの地点において回帰直線は類似しており，傾きは概

ね１を下回っていた。しかしながら，一部では特徴的な

地点も見られ，特に松本空港では傾きが他と大きく異な

るところもあった。また，飛行場内ごとの特徴では，嘉

手納飛行場をはじめとした各地点の回帰直線がほぼ平行

であるような飛行場と，成田国際空港をはじめとした回

帰直線が扇形にばらつくような飛行場とが見られた。こ

うした，回帰直線の傾きの違いが何に由来するのか，そ

の要因について以下に検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 地点別の WECPNL 日間値と𝑳𝐝𝐞𝐧日間値との回

帰直線（外挿） 

▼各地点の回帰線がほぼ平行である飛行場と扇形に広がる

飛行場とがあった。 

 

図9は各地点における回帰直線の傾き（回帰係数）を縦軸

に，WECPNL日間値の標準偏差を横軸にプロットしたもの

である。図より，WECPNL日間値の標準偏差が大きくなる

ほど日間値間の傾きが一定の値に収束する傾向が認めら

れる。その収束値は，傾きの全地点中央値（図中緑色の

線）と概ね一致していた。傾きの中央値は0.929であり，

1を下回っていた。なお，こうした傾向について，通年測
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定・短期測定による違い（データ数による違い）は見ら

れなかった。以上のことから，回帰直線の傾きのばらつ

きに影響を及ぼす要因として，WECPNL日間値の標準偏差

（すなわち，WECPNLの変動の大きさ）が支配的であると

考えられた。 

 

図 9 各地点における WECPNL日間値の標準偏差と

単回帰係数の関係（緑色の線は回帰係数の中央値を表す） 

▼WECPNL 日間値の標準偏差が大きくなるにつれ回帰係数

のばらつきが収束していた。 

 

5.4 環境基準達成状況の違いについて 

評価指標が変更されたことによって，環境基準達成の

判定が新旧指標で異なるケースが生じることが想定され

る。 

表5は，今回得られた測定データのうち，環境基準達成

状況が新旧指標で異なっていた地点を抽出したものであ

る。達成判定においては指標の年間値を整数に四捨五入

して行った。また，類型未指定の地点はII類型とみなし

て判定した。結果，新旧指標で達成状況が異なっていた

地点は152地点中7地点あり，そのうち，𝐿denのみ達成と

なった地点が5地点，逆に𝐿denのみ未達成となった地点が

２地点であった。𝐿denのみ達成となった5地点は飛行場タ

イプが2または5であり，年指標差が13.6～18.0の範囲で

あった。一方，𝐿denのみ未達成となった2地点はいずれも

成田空港の測定地点であり，年指標差は11.3及び11.4で

あった。これら7地点は全て環境基準の類型指定がI類型

の地点であった。 

今回，新旧指標で達成状況に相違が生じた地点がI類型

ばかりであった理由は，類型ごとに各地点のWECPNLを比

較すると明らかとなってくる。図10は類型別のWECPNL年

間値である。片方の指標のみ環境基準値を超過する場合

は，基準値近傍に値が分布しているはずであるが，図よ

り，基準値近傍（図中横線）に値が存在するものはI類型

のみであったことがわかる。これにより，今回，I類型の

み達成状況に相違が生じたものと考えられる。なお，図

中のWECPNLが四捨五入による整数丸めをされていない点

には注意を要する。 

 

 

図 10 類型指定の状況と WECPNL年間値の関係 

（横線は WECPNL の環境基準値を表す。ただし未指定は II

類型の扱いとした。） 

▼I類型では WECPNLが旧環境基準値近傍に多く存在してお

り，基準達成の食い違いが生じやすかったと考えられる。 

 

表 5 環境基準達成状況が WECPNLと𝑳𝐝𝐞𝐧とで異なっていた地点 
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5.5日指標差の範囲について 
日指標差の下位 10位及び上位 10位はそれぞれ表 6及

び表 7のとおりであった。指標差が最も小さかったのが

秋田空港_#01 地点の 0.0，次が嘉手納飛行場_#06 地点

の 1.3，3番目が秋田空港_#03地点の 1.4であった（表

6）。秋田空港_#01 地点をはじめとして，準定常騒音を

評価に含めている地点のデータが多くを占めていた。準

定常騒音は𝐿denにおいてのみ測定・評価対象とされ，

WECPNL には寄与しないことから，指標差を縮小する要

因となる。そのため，指標差の小さいデータには準定常

騒音を含めた地点が多いものと考えられた。 

一方，指標差が大きかった順では，普天間飛行場_#08

地点の 25.7，次いで普天間飛行場_#06 地点の 25.6，3

番目に下総飛行場_#01地点の 24.5となった（表 7）。上

位 5 位の那覇空港を除き，全てタイプ 2の飛行場であっ

た。 

日指標差のタイプ別ヒストグラムは図11のとおりであ

る。ただし，日数の多い通年測定地点の影響が非常に大

きいことには注意を要する。タイプ別で見ると，タイプ1

に比べタイプ2及びタイプ5はやや指標差が大きい傾向が

見られる。分布の形状は，タイプ1はやや尖度の大きい釣

鐘型であり，タイプ2は釣鐘型，タイプ5は二峰型に近か

った。日指標差の範囲は0.0～25.7，95％範囲は9.2～18.4，

中央値は13.2，平均値は13.4であった。 

 

 

表 6 日指標差の下位 10位（昇順） 

 

 

表 7 日指標差の上位 10位（昇順） 
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図 11 飛行場タイプ別の日指標差ヒストグラム 

▼データ数の多い通年測定局の影響を強く受けていること

に注意。 

 

5.6 年指標差の範囲について 
年指標差の下位 10位及び上位 10位はそれぞれ表 8及

び表 9のとおりであった。年指標差が最も小さかったの

は松本空港_#02 地点の 6.2 であり，年指標差が唯一 10

を下回っていた。2番目に小さかったのは成田空港_#21

地点の 10.4，3番目は松本空港_#05地点の 10.5であっ

た。 

一方，年指標差が大きかった地点は，普天間飛行場_#04

地点の18.8，下総飛行場_#03地点の18.0，下総飛行場_#01

地点の17.6の順であった。下位10位は全てタイプ1の飛行

場であり，上位10位は新潟空港及び松本空港の各1地点を

除き，タイプ2の飛行場が占めていた。 

年指標差のヒストグラム（図12）では，指標差6.2の松

本空港_#02地点が一つだけ外れた位置にあること，中央

付近の13.5～14.5の階級が最も度数が大きいこと等の特

徴が認められた。年指標差の範囲は6.2～18.8，95％範囲

は10.6～17.3，中央値は13.9，平均値は13.8であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8 年指標差の下位 10位（昇順） 

 

 

表 9 年指標差の上位 10位（昇順） 

 

42.7 
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図 12 年指標差のヒストグラム 

 

5.7飛行場別の各地点指標差と飛行場タイプ 

各地点における年指標差を飛行場別に整理し，図13に

示した。今回のデータにおいて，松本空港は特に地点に

よる違いが際立っていた。松本空港では準定常騒音を測

定・評価していることがその理由と考えられる。タイプ

別で最も年指標差が大きかった地点はそれぞれ，タイプ1

が新潟空港，タイプ2が普天間飛行場，タイプ5が百里飛

行場の地点であり，最も年指標差が小さかった地点はタ

イプ1が松本空港，タイプ2が普天間飛行場，タイプ３が

那覇空港であった。そのほか，成田空港では指標差11付

近に多数の地点が集中していたこと，羽田空港では全地

点で指標差が13未満となっていたこと，新潟空港，福島

空港，嘉手納飛行場，松島飛行場，浜松飛行場及び八戸

飛行場の6飛行場では全ての地点で指標差が13を上回っ

ていたことが特筆すべき点であった。 

 

図 13 飛行場別の全地点年指標差（飛行場名は略称） 

▼準定常騒音を評価に含めている松本空港で特に変動幅が

大きい。 

 

次に，飛行場タイプによる特徴を比較するため，年指標

差を飛行場別に算術平均してタイプごとに整理し，図

14 に示した。丸の大きさは地点数を表している。図か

らはタイプ 2 の飛行場において指標差が大きい傾向に

あることが容易に読み取れる。タイプ 1の飛行場は，指

標差が大中小の概ね３グループに分かれており，指標差

が大きいグループはタイプ 2 飛行場と同程度，指標差が

中程度のグループはタイプ 5 飛行場と同程度であった。

ただし，松本空港に関しては指標差のばらつきが大きく

（図 13），算術平均では指標差の特に小さい地点の影響

を受けていることに注意する必要がある。 

 

 

図 14 飛行場ごとの年指標差算術平均値の飛行場

タイプ別比較（飛行場名は略称） 

▼タイプ２の飛行場で指標差が大きい傾向が見られる。 

▼松本空港の算術平均値は指標差の特に小さい地点の影響

を受けていることに注意。 

 

5.8 継続時間，𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱，水平距離，観測機数と年
指標差の関係 

本節では，年指標差と表10に示した項目との関係につ

いて検討した。表の項目のうち，継続時間と水平距離に

ついては任意の報告項目である。報告数は，継続時間が

99地点分，水平距離が46地点分であった。ただし，新潟

空港の継続時間については， 

5.2でも述べたように平成23～24年度の2ヵ年平均値に

より代用した値である。 

水平距離の項目について補足すると，これは航空機と

受音点との空間的な距離（スラントディスタンス）の代

替として設定したもので，主飛行経路と測定地点の距離

を地図上から読み取る簡易な方法により求めた値である。

明確な主飛行経路を持たない地点では適用出来ない手法

であることから，報告地点数は総地点数の約3割（46地点）

となっている。 
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表 10 年指標差との関連性について検討を行った項目 

項目 適用 

継続時間 [sec] 継続時間の年算術平均値（観測機数ゼロの日を除く） 

𝐿Amax    [dB] 𝐿Amaxの年パワー平均値（観測機数ゼロの日を除く） 

水平距離 [m] 主飛行経路と測定地点との地上における直線距離 

観測機数 観測機数の年算術平均値（観測機数ゼロの日を含む） 

 

図15～図18に各項目と年指標差の散布図を示す。継続

時間，水平距離及び観測機数は対数軸とした。その際，

水平距離が0mであった3地点（新潟空港_#13，下総飛行場

_#01，下総飛行場_#06）については，すべて水平距離を

10mとした。図より，年指標差は，継続時間及び水平距離

との間に負の相関が，𝐿Amaxとの間に正の相関があること

がわかる。一方，観測機数との関係性は明瞭ではなかっ

た。 

指標差と相関関係にあった継続時間，𝐿Amax，水平距離

の3項目については，それら自身の間にも相関関係が認め

られた（図19～図21）。これら相互の相関関係は，根本

的には水平距離に依拠した因果関係であると考えること

ができる。つまり，水平距離が短いほど，すなわち受音

点と航空機が近いほど，航空機騒音の𝐿Amaxは大きく，か

つ，継続時間も短くなると考えられる。このとき，𝐿Amax

が大きくなることによって受音点が発生源に近づいてい

く（水平距離が短くなる）とはならないため，この関係

が因果関係であることは直感的にも理解できる。これら3

項目の関係性を整理すると，図22のように表せる。 

なお，水平距離と継続時間との関係については附録 1

に解説を載せた。 

 

図 15 継続時間年平均値と年指標差の散布図 

 

 

 

 

図 16 𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱年パワー平均値と年指標差の散布図 

 

 

図 17 水平距離と年指標差の散布図 
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図 18 観測機数年平均値と年指標差の散布図 

 

 

図 19 継続時間年平均値と𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱年パワー平均値

の散布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 水平距離と𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱年パワー平均値の散布図 

 

 

図 21 水平距離と継続時間年平均値の散布図
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図 22 年指標差と水平距離，継続時間，𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱の

相関・因果関係2 

 

5.9 近似計算に起因する指標差への寄与因子に
ついて 

WECPNLと𝐿denでは騒音レベルの測定方法を異にし，前

者は𝐿Amax（騒音レベルの最大値）を，後者は𝐿AE（騒音

レベルの面積値）を測定する。ただし，実際は，WECPNL

においても計算の過程で𝐿Amaxから面積値を近似的に求

めている。よって，𝐿denとWECPNLの測定方法の違いは，

つまるところ，𝐿AEを実測するか近似計算するかの違いと

言える。WECPNLにおける面積値：𝐿AEの近似方法は，航空

機通過に伴う騒音レベルの変動を三角形に見立て，三角

形の高さを𝐿Amax，底辺を継続時間20秒とし，その面積を

求めることによる。具体的には，𝐿AE = 𝐿Amax + 10dBと

して，𝐿AE近似値を算出する3。 

こうした𝐿AEの近似値と実測値の差（以下「三角形近似

差」という。）は，指標差の直接的な変動因子であるた

め，三角形近似差について論じられる機会は数多い。翻

って，三角形近似差以外の要因について検討した例は限

られている。そこで，本節では指標差に対する三角形近

似差と，三角形近似差以外の要因（以下「残差要因」と

言う。）に着目し，それぞれの寄与を調べた。 

まず，日指標差に対する各寄与を以下の(1)～(3)によ

り算出した。なお，𝐿AEの報告があった地点は88地点であ

る。 

三角形近似差 ＝ 

（𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱日パワー平均値 + 10） - LAE日パワー平均値(1) 

定数差   ＝ 13 - 0.63 ＝ 12.37   (2) 

残差要因 ＝ 日指標差 –（三角形近似差 + 定数差）(3) 

ただし，静岡空港，福島空港，秋田空港については，

WECPNLと𝐿denとで観測機数が異なるため，参考扱いとな

る。なお，式(2)右辺第二項の0.63は，指標差の理論値13

と，実際の理論差12.37との乖離分を表している。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2 藤原衛, 家合浩明: 新潟県保健環境科学研究所年報

第 30号 p.77 (2015) 「新潟空港における航空機騒音

評価指標 WECPNLと𝐿denの差に影響を及ぼす要因につい

ての検討」より，図 5を一部修正 
3 10 log10(10𝐿Amax/10 × 20 ÷ 2) = 𝐿Amax +10 log10(20/
2) =𝐿Amax + 10 

計算した三角形近似差及び残差要因について，飛行場

ごとに全地点全日分をまとめ，両者の寄与を縦軸に，日

指標差を横軸に取り，図23に示した。図より，三角形近

似差は全ての飛行場において指標差の増加に寄与してお

り，両者の増減は良く連動していた。一方，残差要因は

飛行場によって挙動が異なり，嘉手納飛行場をはじめと

した残差要因と指標差が連動する（残差要因が指標差の

増減に寄与する）飛行場と，松島飛行場をはじめとした

残差要因と指標差が無関係（残差要因がゼロ近辺で一定

値）である飛行場との，大きく二つに分かれていた。そ

れぞれの寄与の範囲は，参考扱いの3飛行場を除くと，三

角形近似差が-10.1～12.0，残差要因が-7.2～8.8であり，

飛行場によっては日指標差の変動に残差要因も大きく寄

与していることが明らかとなった。 

 

図 23 飛行場別の日指標差に対する三角形近似差

と残差要因の寄与量 

▼残差要因が日指標差に寄与する飛行場とほとんど寄与し

ない飛行場とがあった。 

水平距離 

LAmax 

継続時間 

年指標差 

因果関係 

相関関係 
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同様に，年間値の場合についても三角形近似差及び残

差要因の寄与を算出した（図 24）。データが少なくなる

ため傾向が見えにくくなっているものの，残差要因が変

動する飛行場と，概ね一定の飛行場とに分かれている様

子が認められた。 

図25は，年間値における三角形近似差と残差要因の散

布図である。年指標差との関係がわかるよう，年指標差

を斜めの軸と色により表している。三角形近似差と残差

要因の寄与がともにゼロである場合，年指標差は12.37

となる。三角形近似差の寄与は+1～+3程度の地点が多く，

最小が-2.4，最大が+5.6であった。一方，残差要因によ

る寄与は-1～+1程度の地点が多く，最小が-1.7，最大が

+2.4であった。 

以上のように，指標差に影響する因子については三角

形近似差が主要因であることが確認されたが，地点によ

っては残差要因による寄与も無視できない程度に存在し

ていることが明らかとなった。 

 

図 24 飛行場別の年指標差に対する三角形近似差

と残差要因の寄与量 

 

 

 

図 25 三角形近似差と残差要因の散布図（色及び斜

めの軸は年指標差を表す） 

▼両要因がゼロの場合，指標差は 12.37となる。 

▼三角形近似差の寄与は-2.4～+5.6，残差要因の寄与は

-1.7～+2.4であった。 

 

残差要因が生じる理由は，WECPNLと𝐿denとの時間帯重

み付け計算方法の違いに求めることができる。図26は，

図23から時間帯重み付け計算の必要が無い日，つまり昼

間の時間帯（7時～19時）にのみ航空機騒音が観測された

日を抽出したものである。これにより，参考扱いの静岡

空港を除く全ての地点・日において，時間帯重み付け計

算が行われない場合には，残差要因の寄与がゼロとなっ

ていることが確認できる。 

時間帯重み付け計算方法の違いによる影響は，昼間の

騒音レベルが大きい場合はWECPNLが過大となって日指標

差が拡大する方向へ，夕方以降の騒音レベルが大きい場

合はWECPNLが過小となって日指標差が縮小する方向へ寄

与するとされる4。つまり，時間帯重み付けされた航空機

騒音を正確に評価する𝐿denに対して，WECPNLでは過小 

・過大となり得るため，その差が残差要因である。 

なお，5.8において，地点単位で見た場合には騒音レベ

ルが大きいほど指標差が拡大する傾向にあることを述べ

た。しかしながら，日単位で見た場合には，騒音の発生

時間帯により正負の寄与が入れ替わるため，その日の騒

音レベルが大きいことが必ずしも指標差拡大に寄与する

わけではないことが報告されている4。 

残差要因（時間帯重み付け）の詳細については附録 2

に解説を示した。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4藤原衛, 家合浩明: 新潟県保健環境科学研究所年報第 30

号 p.77 (2015) 「新潟空港における航空機騒音評価指標

WECPNLと𝐿denの差に影響を及ぼす要因についての検討」よ

り 
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図 26 昼時間帯のみ航空機騒音が観測された日の

日指標差に対する三角形近似差と残差要因の寄与

量（新潟空港は該当日無し） 

▼昼のみの日の残差要因は0である（静岡空港を除く）。 

 

5.10 実態調査まとめ 

全国19飛行場，152地点のデータを基にWECPNL及び𝐿den

について比較した結果，以下のことが明らかとなった。 

・WECPNLと𝐿denは広い範囲にわたって良好な直線関係

にあるが，WECPNLが大きい地点ほど指標差が大きい

傾向があると考えられた。 

・回帰式から，WECPNL=70.5, 75.5に対応する𝐿denはそ

れぞれ56.1, 60.7であり，そのときの指標差は14.4

及び14.8と見積もられた。 

・飛行場タイプ別では，タイプ2飛行場において指標差

が大きい傾向が見られた。タイプ1飛行場は，飛行場

ごとの違いが大きかった。 

・指標差は，継続時間，𝐿Amax，水平距離の3項目と相

関関係が認められた。 

・指標差には，𝐿AEの求め方の違いによる寄与（三角形

近似差）のほか，時間帯重み付け方法の違い（残差

要因）も少なからず寄与していた。 

6 航空機騒音に係るアンケート調査結果 

本章ではアンケート調査の集計結果について述べる。 

 

6.1 調査方法及び機関 

平成28年１月に騒音小委員会の共同研究に参加してい

る13機関に対してアンケート調査を実施し，10機関から

17飛行場についての回答があった。 

 

6.2 新環境基準の類型あてはめ状況等 

6.2.1 新環境基準の類型あてはめ状況 

新環境基準に基づく類型あてはめを行った15飛行場の

うち，3飛行場（仙台，松島，新潟）は実態調査を行った

上で類型をあてはめており，10飛行場は旧基準の類型あ

てはめを引き継いでいた。また，新基準の類型あてはめ

を行わない2飛行場では，「生活環境を保全する必要があ

る地域」に該当しないこと（環境基準を達成することが

明らかである，空港に近い地域に集落が存在しない等）

を理由に挙げている。 

 

 

参考：類型あてはめは，Ⅰ類型のみは1飛行場，Ⅱ類型のみ

は2飛行場であり，11飛行場ではⅠ類型，Ⅱ類型の両

方の類型あてはめを行っていた。 
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6.2.2 類型あてはめ後の面積 

新環境基準に基づく類型指定範囲の面積は，多くの飛

行場において，従来の環境基準に基づく類型指定範囲の

面積と変わらないという結果であった。類型指定範囲の

面積が縮小した飛行場は，Ⅰ類型では12飛行場のうち1

飛行場（松島），Ⅱ類型では13飛行場のうち2飛行場（仙

台，松島）であり，これらの飛行場は，いずれも類型あ

てはめに際して実態調査を行っていた。 

 

 

6.2.3 類型あてはめ後の測定地点見直し 

新環境基準の類型あてはめを行った13飛行場について，

類型あてはめ後に測定地点の見直しを行った飛行場が5

飛行場あった。そのうち測定地点が増加したのは2飛行場

（仙台，新潟）であり，3飛行場では増減が無く，減少し

た飛行場はなかった。 

 

 

6.3 航空機騒音の測定状況 

6.3.1 通年測定地点の測定方法等 

成田国際空港は（公益財団法人）成田空港地域共生財

団（以下「共生財団」という。）が測定を行っており，

東京国際空港と下総飛行場は千葉県が実施していること

から6機関として集計した。 

 

 

6.3.1.1測定及び集計の主体 

成田国際空港以外の5機関は直営で行っていた。直営の

場合の測定主体は，行政が2機関（千葉県，新潟市），研

究機関が3機関であった。測定結果の集計作業についても，

測定と同じ機関で行っていた。 

 

 

6.3.1.2 騒音計の校正及びピストンホンによる動
作確認 

全ての機関において，騒音計の内部校正を行っている

が，その頻度は毎日1回から年1回までばらつきがあった。 

また，騒音計のマイクロホンを含めた動作確認につい

てはピストンホンなどを用いて行うが，その頻度は月2

回から年1回までとなっており，マニュアルに定める年１

回以上の自動監視装置の保守点検は行われている状況で

あった。 
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6.3.1.2 騒音計の校正及びピストンホンによる動
作確認 

全ての機関において，騒音計の内部校正を行っている

が，その頻度は毎日1回から年1回までばらつきがあった。 

また，騒音計のマイクロホンを含めた動作確認につい

てはピストンホンなどを用いて行うが，その頻度は月2

回から年1回までとなっており，マニュアルに定める年１

回以上の自動監視装置の保守点検は行われている状況で

あった。 

 

6.3.1.3 LAEの算出方法 

   𝐿AEの算出方法については，マニュアルで2種類の方

法が定められており，4機関ではⅠ型騒音計の騒音レベル

のデジタル記録から求める方法（(𝐿A,Smax − 10)dB以上の

時間範囲）であり，3機関ではⅡ型騒音計の１秒間平均騒

音レベルのデジタル記録から求める方法（(𝐿Aeq,1s,max −

10)dB以上の時間範囲）であった。この算出方法の違い

は使用する自動監視装置のメーカーに依存しており，算

出方法が異なることで，求める𝐿AEに差が生ずることが懸

念される。 

 

※１機関ではⅠ型騒音計とⅡ型騒音計の両方を使用してい

るため7機関となっている。 

 

6.3.1.4 暗騒音の補正 
𝐿A,Smaxと暗騒音との差が10～15dBの場合の暗騒音補正

を6機関すべてで行っていた。 

 

6.3.1.5 地上音の評価 
5機関では地上音の評価を行っているが，1機関（千葉

県）では空港から遠く離れており影響が少ないことから

評価をしていない。 

 

6.3.1.6 準定常音の評価 

評価しているのは4機関であり，評価していないのは3

機関であった。評価していない理由としては，測定機器

が未対応である2機関（新潟市，愛知県），空港から遠く

影響が少ない1機関（千葉県）であった。 

 

※新潟市では，測定機器が準定常音に対応している機器と対

応していない機器が混在しているために評価について両

方に計上している。 

 

6.3.1.7 妨害音の除外処理 

対象6機関全てで妨害音の除外処理を行っていた。除外

処理方法は実音聴取による方法が4機関で最も多く，デー

タとレーダーの航跡情報及び実音聴取を組み合わせてい

るのが1機関（共生財団），フライトスケジュールとデー

タの軌跡などの情報を基にしているのが1機関（宮城県）

であった。 

 

6.3.1.8  気象情報 

全ての機関で風向・風速などの気象観測をしていなか

ったが，気象台のアメダスデータや大気観測局のデータ

を活用して風向・風速を確認しているのは4機関であり，

2機関（新潟市，愛知県）については気象情報の把握をし

ていない状況であった。 
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6.3.2 短期測定地点 

東京国際空港と下総飛行場については，測定と集計方

法が異なるため，この２項目については千葉県を2機関と

して集計したため11機関となっている。 

 

6.3.2.1 測定及び集計の主体 

測定は，直営が7機関，委託が4機関であり，直営の場

合の測定主体は，行政が3機関，研究機関が4機関であっ

た。 

測定結果は直営の研究機関で行っているのが5機関で

あり，測定主体より1機関増加していた。これは，測定の

み委託で結果の集計を研究機関で行っているためであり，

その他の1機関（静岡県）は委託業者と研究機関の双方で

集計している。 

 

 

6.3.2.2 騒音計の内部校正 

短期測定における騒音計の内部校正は，全ての機関で

実施しており，その頻度は測定前後が最も多い4機関，次

いで測定前のみが4機関で行っており，毎日行っている機

関が1機関であった。毎日実施している1機関は，通年測

定と同じ機関（秋田県）であった。 

 

 

 

 

6.3.2.3 ピストンホンなどによる騒音計の動作確
認 

全ての機関において，騒音計のマイクロホンを含めた

動作確認をピストンホン等により実施しており，その頻

度は，測定の前後で5機関，測定前に2機関が実施してい

る。また，3機関（秋田県，福島県，新潟市）では，年に

1回から8回実施している。 

 

 

6.3.2.4 LAEの算出方法 

𝐿AEの算出方法は，6機関ではⅠ型騒音計の騒音レベル

のデジタル記録から求める方法（(𝐿A,Smax − 10)dB以上の

時間範囲）であり，4機関ではⅡ型騒音計の１秒間平均騒

音レベルのデジタル記録から求める方法（(𝐿Aeq,1s,max −

10)dB以上の時間範囲）であった。 
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6.3.2.5 暗騒音の補正 

7機関では暗騒音の補正を行っているが，3機関では暗

騒音との差が15dB以上あるために測定値にほとんど影響

しないことから補正を行っていない。 

 

6.3.2.6 地上音の評価 

9機関では地上音の評価を行っているが，1機関（千葉

県）では空港から遠く離れており影響が少ない理由で評

価をしていない。 

 

6.3.2.7 準定常音の評価 

評価しているのは4機関，評価していないのは6機関で

あった。評価していない理由としては，測定機器が未対

応である2機関（愛知県，新潟市），空港から遠いなどで

影響が少ない2機関（福島県，千葉県），自動判定では評

価が困難1機関（青森県），準定常音の測定実績がない1

機関（静岡県）であった。 

 

 

 6.3.2.8 妨害音の処理 

対象10機関中1機関（長野県）は処理対象の暗騒音の影

響が小さいとしている。除外処理を行っている9機関では，

実音聴取による方法が7機関で最も多く，フライトスケジ

ュールとデータの軌跡などの情報を基にしているのが1

機関（宮城県），最大騒音レベルが航空機騒音以外の場

合が1機関（浜松市）であった。 

 

 6.3.2.9 気象情報 

全ての機関で風向・風速などの気象観測をしていなか

ったが，気象台のアメダスデータなどによって風向・風

速を確認しているのは7機関であり，3機関については気

象情報の把握をしていない状況であった。 
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 6.4 マニュアル全体についての疑問点や問題点 

項 目 ページ 内   容 解 説 等 

１． 

測定機器 

p9 

参1 

① 一つの飛行場の調査で，Ⅰ型騒音

計とⅡ型騒音計が混在した場合測

定結果に差が生じるケースはない

か。 

Ⅰ型騒音計とⅡ型騒音計の測定方法が異なることか

ら，両方の騒音計で同一の航空機騒音を測定しても

同じ値になるとは限らず，若干の差は生じうる。 

p9 

p15 

② マニュアルでは騒音計のクラスは

指定されていないが，動作確認時

に指定された値と±0.7dB以上の

差がある騒音計は使用できない。

そのため，使用する騒音計はクラ

スⅠの騒音計と同等の性能が要求

されることになる。クラスⅠの性

能を要求するのであればマニュア

ルに使用できる騒音計をクラスⅠ

と記載すべきではないのだろう

か。 

計量法の検定公差は，クラス1（精密級）騒音計で±

0.7dB，クラス2（普通級）騒音計で±1.5dBとなって

いる。騒音計が示す値が検定公差以内であれば合格

となり，計量器として使用できることになる。 

一方，マニュアルでは，ピストンホン等の音響校

正器により騒音計の感度確認を行い，基準の値±

0.7dB以上となった騒音計は測定に使用できないこ

とになっている。±0.7dBという値はメーカーによる

経験的な値であり，騒音計の故障の目安とされる。

この目安は計量法の検定公差とは異なるため，音響

校正器による確認の結果が±0.6dBに収まれば，クラ

ス2の騒音計でも測定に使用可能である。 

ただし，この±0.7dBという値については，その根

拠となるデータが示されていないこと，音響校正器

のばらつきが考慮されていないことなど，議論の残

るものである。マニュアルの見直し作業において，

詳しい説明を求める必要があると言える。 

特に，±0.7dB以上となった騒音計を使用するには

検定の再取得を要するため，場合によっては年度内

の測定ができなくなること，音響校正器側に問題が

ある場合でも当面は騒音計が使用できなくなること

などは，実務上の問題となりうる。 

２． 

測定地点の 

選定方法や 

問題点 

p11 

参8 

① 測定地点決定にあたり，現地踏査

や予備調査においてどの程度の調

査を行うべきか。当所の事例では，

予備調査で騒音測定を勤務時間内

で行ったが，航空機騒音としてど

の程度のデータがあれば妥当なレ

ベルと言えるのかなど何らかの目

安があれば良い。 

航空機騒音と暗騒音の関係を把握し，航空機騒音を

適切に捉える条件設定を目的としているのであれ

ば，飛行場を使用している主な航空機から発生する

騒音レベルを複数機把握すれば良いと考えられる。

また，航空機からの距離と騒音レベルは強い関係が

あるので，他地点との比較を行うことも判断基準に

なる 

 

p11 

参8 

 

②「航空機の飛行経路の主要な部分が

見渡せる場所を選定し」とあるが，対

象となる騒音は飛行騒音のみではな

く地上騒音も含まれているため，地上

騒音の影響が大きい地点であれば，飛

行経路が見渡せる場所である必要は

ないのではないか。 

 

航空機騒音から発生する地上騒音の影響が大きいと

いえども，離着陸時の騒音が全く聞こえないわけで

はないと思われることから，周辺の反射物や遮蔽物

の影響が小さく，飛行経路の主要な部分が見渡せる

場所を選定することが望ましいが，航空機騒音が特

に問題とされる地点を選定する場合もある。 
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３． 

測定時期と 

周辺条件 

p11 

 

① 測定地点に関しては暗騒音を考慮

する旨の記載があるが，測定時期

に関しては暗騒音を考慮する旨の

記述が無い。夏季のセミなど暗騒

音に大きく影響する場合もあるの

で，マニュアルに測定時期の選定

には暗騒音も考慮する旨の記載が

あったほうが良い。 

測定時期に関しては，年間を通じて平均的な航空機

騒音の暴露状況を呈する時期を選定するとしてお

り，ある一時期に自然音によって暗騒音が上昇し，

測定に影響を与えることが予め分かっているのであ

れば，その時期を避けて測定する必要があると思わ

れる。 

４． 

測定・評価 

 

p12 ① 測定評価の対象は当該飛行場にお

いて離陸し，又は着陸する航空機

による騒音とされているが，周辺

を通過する航空機も少なからず存

在する。マニュアルの注記では記

録に留めておく事が望ましいと記

載されているが，実際には上空通

過か旋回等による測定対象騒音な

のか判別に悩む場合が多々ある。 

有人測定であれば判別可能であるが，無人測定では

判別は難しい。予め上空を通過する航空機の最大騒

音レベルが予測できるのであれば，航空機騒音を捉

えるための条件設定（閾値など）で，ある程度除外

することは可能である。測定装置によってはトラン

スポンダ応答信号の飛行高度情報を受信できるもの

や，騒音到来角を識別できるものがあるため，こう

した情報を用いて除外する方法もある。 

p12 

参16 

② 地上音のうち準定常音による評価

量の影響が無視できる場合とは

0.5dB未満と解していいのか。 

予め当該地点において，単発騒音と準定常騒音から

算出した測定日毎の𝐿denと単発騒音のみから算出し

た測定日ごとの𝐿denのレベル差が整数値で1dBに至

らないもの（目安として0.5dB未満）であれば，準定

常騒音は測定・評価から除外してもよいことになっ

ている。 

p14 

参17 

③ 短期測定でマイクロホンの位置を

地上4ｍ以上とすることは望まし

くないのかと理解していいのか。 

短期測定の場合，マイクロホンは地上1.2～1.5mが原

則とされている。ただし，設置場所の制約があるた

め，現実には難しい状況も多いと思われる。なお，

通年測定では，地上に設置する場合は地上面から4m

以上が望ましいとされている。 

P16 

参31～ 

参34 

④ 機器の不調等による欠測への対応

などの記述はあるが，欠航をどの

ように扱えばいいかがマニュアル

では読み取れない。台風等で日単

位の欠測に関する記述はあるが，

例えば欠航で３割の便数減があっ

た場合には日単位で欠測とすべき

かなど，実事例は無いが測定を行

っていて疑問を感じている。 

一般に，通年測定においては，測定装置の故障や台

風などの影響により欠航になる場合を除いては，測

定値をそのまま使用している状況と思われる（観測

機数に変動があった場合には，知りうる範囲でコメ

ントを付けるなどをしている）。しかし，限られた

期間で測定を行っている短期測定の場合には，一日

ごとの測定値が評価値に大きな影響を及ぼすことか

ら，マニュアルの参考では，1日の測定データ𝐿AEの

欠測率によって𝐿denへの影響が1dBを超える場合は，

評価値への影響が無視できないことから欠測日とし

て扱うこととしており，改めて測定を行うか，測定

期間を延長することにより測定日数を確保する必要

があると思われる。なお，この考え方は，日によっ

て大きく変動する防衛施設の飛行場には適用が難し

いと思われる。 

 



 

＜特集＞ 航空機騒音に係る新環境基準の測定評価等に関する研究報告書 
165 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 

22 

４． 

測定・評価 

P16 

参30 

⑤ 準定常騒音の検出方法で，無人測

定の場合，自動監視装置等の機能

を用いて識別することが望ましい

とあるが，長時間にわたる騒音の

ため，妨害音が含まれる可能性が

高く，妨害音の重畳区間を除外す

ることは難しいと思われる。 

 

P17 

参22 

参23 

⑥ 参22，23に「積分範囲の拡大によ

る測定日ごとの𝐿denへの影響を検

証することが望ましい」とあるが，

𝐿denへの影響があった場合どのよ

うにすればよいか，書かれていな

い。 

マニュアルには，具体的な手法が書かれないまま言

及されているものがいくつかあるため，そうした部

分についての記述の追加が求められる。 

P17 

参27 

参28 

⑦ 使用している自動測定器（リオン

NA‐37）では，妨害音と重なった

場合に積分範囲の調整をすること

ができないため欠測となる。 

 

５． 

その他 

P11 

p14 

参8 

参17 

① 測定地点やマイクロホンの設置場

所等マニュアルでは，細かに示さ

れているが，現場では，物理的制

限の他，施設管理上の制限等もあ

り，マニュアルどおりにはできな

いケースがある。 

 

P11 

参8 

② 測定器の電源確保が必要となる

が，周辺条件などから公共施設以

外で選定する場合，民家等の協力

が得られないと実施できず，測定

地点の選定に苦慮する。 

 

P11 

参8 

③ 施設の改修等，施設側の事情で測

定地点を移動させなくてはならな

い場合，同等の測定地点を選定す

るのに困難なことがある。 

 

付16 ④平成26年度の定期調査では，WECPNL

と𝐿denの差は14～17で，全地点で13よ

り大きかった。 

 

航空機騒音の継続時間（（𝐿A,Smax − 10）dBの区間）

を20秒と仮定し，WECPNLと𝐿denの関係を求めた結果

13の差が生じた。この差は継続時間と密接な関係が

あり，14～17の差が生じたのは継続時間が20秒より

も小さかったためと思われる。 
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6.5 マニュアル以外について 

― 実務でどのように考えるか，又はどのように対処して

いるか。― 

 

6.5.1 航空機騒音の苦情対応 

・飛行場や関係機関に連絡し，対応を依頼し，必要があ

れば測定を実施する。（同意見５機関） 

・飛行場や関係機関に連絡している。また，羽田空港に

ついては，周辺市とともに連絡協議会を設置しており，

国土交通省に苦情件数・内容を伝える機会があるので，

その集計に加えることを苦情者に伝えている。 

・測定をしないで最寄りの常時監視データ等で対応する。 

 

6.5.2 苦情対応の場合，苦情者への説明 

・本庁で対応することになるが，対応はケースバイケー

スである。 

・苦情対応は基本的に行政が行っているが，当所に直接

苦情が申し立てられた場合は，苦情者に対して，飛行

場や関係機関に連絡することを説明する。 

・苦情者がうるさく感じているということを受け止め，

そのように感じている住民がいることを，飛行場を管

轄する部署に伝える旨，回答する。調査結果を持ち出

すかどうかはケースバイケースと考える。 

・飛行場や関係機関に連絡している。また，国際空港に

ついては，周辺市とともに連絡協議会を設置しており，

国土交通省に苦情件数・内容を伝える機会があるので，

その集計に加えることを苦情者に伝えている。 

・これまでに苦情等が寄せられた事実は確認されないが，

類型当てはめしている飛行場は，測定データと環境基

準とを比較し，類型当てはめしていない飛行場は，環

境基準を参考に測定データと比較して説明することが

望ましいと考える。 

・環境基準に照らして説明する。騒防法に関係する場合

は，空港管理者又は市関係課を紹介する。 

・定期的に周辺の代表地点で測定を行っている旨を伝え

る。関係機関に連絡する旨を伝え，納得してもらうよ

うに話す。 

・苦情者宅に出向いて，説明するのが一番よい。その際，

測定データや調査結果については，専門的な用語等を

できるだけ省き，この時間に飛行した航空機について

はこれだけの騒音レベルだったという形でわかりやす

く説明できるような資料を作っておくとよいのではな

いか。 

 

6.5.3 𝑳𝐝𝐞𝐧が 57dBを大幅に下回る場合の測定 

・通常の測定 

・測定地点の選定にあたっては，それぞれの飛行場の地

域特性等が考慮されていると思われるので，環境基準

を大幅に下回ったとしても簡単には中止することがで

きないことから，地域の実情に合わせて測定を行うの

がいいのではないか。 

・代表地点において継続的な調査を行なっていく。Lden の

値が低い状態が続けば，離着陸数が増えるなどの騒音

レベルの増加が見込まれない限り，測定を隔年にする

など頻度を落としていくことも考えるべきと思うが，

どんなにレベルが低くても測定を行なわないというの

はあまり良くないと考える。 

・𝐿denが57dBを大幅に下回る飛行場については，飛行場

周辺を中心に測定を行うと考えられる。飛行場周辺で

は地上騒音の寄与も大きくなるため，地上騒音とそれ

以外の騒音の識別ができるような方法で行うべき。 

・苦情との対応がとれるような調査が必要かと思います。 

・測定地点の再検討を行う。（同意見２機関） 

・現行マニュアルで対応 

 

 6.5.4 𝑳𝐝𝐞𝐧 が57dBを大幅に下回る場合の測定に
有効な測定項目 

・騒音の発生回数や日ごとの最大騒音レベル 

・最大値（最大値と暗騒音の差），70dB以上の回数（一

定時間内）など。 

・70dB以上の回数，総合騒音に占める航空機騒音の寄与

率などの確認を行う。 

・航空機の種類（ジェット機，ヘリ等）による寄与の大

きさの違い，航空機の経路 

・現行マニュアルで対応 

 

6.5.5 航空機騒音と他の騒音が重なった場合 

・欠測として対応 

・セミの鳴き声や人の声など，除外できない場合がほと

んどで欠測となってしまうことが多い。 

・継続時間が長く，航空機騒音の区間の相当広い範囲を

占める場合，欠測とする。 

・騒音レベルの軌跡や位置情報から判断して，航空機騒

音と同等又は大きいと判断した場合は欠測とする。 

・実音聴取 

・救急車等が重なった場合は実音聴取により，除外して

いる。 

 

6.5.6 セミなどの対応 

・測定時期を調整して対応（同意見３機関） 

・継続時間が長く，航空機騒音の区間の相当広い範囲を

占める場合，欠測とする。
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・騒音の軌跡やトランスポンダ，仰角などを参考にしな

がら削除している。 

・音響識別と実音確認で除外する。 

・実音聴取により判断している。（同意見２機関） 

 

6.5.7 ユニークな事例 

・短期測定で工場の外部電源を借りて測定を行なってい

たが，装置異常が頻発する事例があった。原因を検討

したところ，工場の外灯が照度センサ式で日没や日出

時に外灯が点灯・消灯する際に機器に異常が起こるこ

とを確認した。外灯が何らかの原因でノイズ電流を発

生させているようだったので，測定期間中に地権者の

了解を得て外灯のセンサを切ったところ機器の異常が

起こらなくなった。 

 

6.5.8 空港管理者への要請 

・新潟空港に対し，調査結果を説明し環境基準達成の推

進について要望を行っている。その際，苦情対応など

について情報交換を行っている。 

・成田空港，下総飛行場については，文書により要請し

ている。 

・本庁が文書で要請 

 

6.5.9 共同調査 

・下総飛行場については周辺市と同時に実施し，併せて

環境基準の達成状況を評価している。 

・平成２６年度までは県と共同調査 

・空港管理者（県が空港管理者であり，空港管理担当部

局と共同で調査を行なった） 

 

6.5.10 測定・評価の失敗例 
・地面を這わせたケーブルをネズミがかじり断線したた

め，データが取れなかった。 

・通年測定で，住宅周辺の植栽の刈り込み作業によるマ

イクロホン延長ケーブルの断線により欠測した。また，

マイクロホンの損傷が判明するまで測定を続けたこと

により，損傷前の点検からマイクロホン修繕まで長期

間欠測となった。 

・学校の部活室を借用し短期測定を行っていたが電源の

遮断が頻繁に発生したため，測定機器のコンセントを

引き抜かない旨の表示とコンセントを分岐して再測定

を行った。 

・常時監視局において，測定機器の更新にあたり，マイ

クロホンの設置場所を数メートル変更したところ，騒

音レベルが増加し，更新の前後で別の測定局とみなさ

なければならなくなった。結果的に，更新前の測定期

間が10カ月未満であり，通年測定の欠測率が20%を超え

たため，マニュアルに従い，同局における測定結果は

参考値の扱いとした。 

・委託業者とのダブルチェックのため，生データを基に

エクセルファイル上で一から集計を行っているが，最

初にエクセルファイルを作ったときに業者の報告書と

全く合わない数字になってしまった。確認した結果，

エクセル上で重み付けのための時間区分の条件付け関

数の記述を間違えていた。生データの𝐿AEから集計をす

る際のテンプレートなど持っている方がいたら，ご教

示いただきたい。 

 

6.5.11 その他 

・マニュアルは，監視測定を目的としたものであるため，

苦情調査には活用しにくいことから苦情対応用のマニ

ュアルも必要と思われる。 

・各自治体では，地点数や測定頻度についてどのような

基準や理由で決めているのか。 

 

7．おわりに 

全国環境研協議会企画部会の騒音小委員会に参加して

いる試験研究機関及び航空機騒音を測定している関係行

政機関の協力により，当研究には多くのデータが集まる

こととなり，他の研究では見られない様々な知見を得る

ことができた。このように，全国のデータが共有され情

報交換がなされることは，全国環境研協議会としての技

術水準の向上のみならず，騒音監視行政の観点からも意

義深いものがある。 

今回の共同研究は大きく２つの研究テーマから成って

いる。ひとつは測定データに基づく解析及び実態把握，

もうひとつはアンケート調査に基づく測定技術及び問題

点等の情報共有である。航空機騒音の監視測定において

は両者ともが重要であり，関心事であることから，共同

研究は実質的な２本立てとなった。 

当研究で得られた知見はテーマ別におよそ以下のとお

りであった。 

 

【航空機騒音の実態把握】 

・全国19飛行場，152地点のデータを基にWECPNL及び𝐿den

について比較した。 

・WECPNLと𝐿denは広い範囲にわたって良好な直線関係に

あるが，直線の傾きが1を下回っており，WECPNLが大き

い地点ほど指標差が大きい傾向があると考えられた。 

・回帰式から，WECPNL=70.0, 75.0に対応する𝐿denはそれ

ぞれ55.7, 60.3であり，そのときの指標差は14.3及び

14.7と見積もられた。
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・飛行場タイプ別では，タイプ2飛行場（自衛隊等専用）

において指標差が大きい傾向が見られた。タイプ1飛行

場（民間）は，飛行場ごとの違いが大きかった。 

・指標差と相関関係が認められた項目は，𝐿Amax（正の相

関），継続時間（負の相関），水平距離（負の相関）

であった。つまり，航空機の音が大きいほど，すばや

く通り過ぎるほど，飛行場に近いほど，それぞれ指標

差が拡大する傾向にあった。 

・指標差には，𝐿AEの求め方の違いによる寄与（三角形近

似差）のほか，時間帯重み付け方法の違い（残差要因）

も少なからず寄与していた。 

 

【航空機騒音に係るアンケート調査】 

・新環境基準に基づく類型あてはめについては，実態調

査を行った機関は少なく，ほとんどの機関ではこれま

での類型あてはめをそのまま引き継いでいた。 

（通年測定） 

・測定はほとんどの機関において直営で行っており，騒

音計の内部校正は月1回以上，ピストンホンによる動作

確認は年1回以上実施していた。 

・𝐿AEの算出方法はⅠ型及びⅡ型騒音計のデジタル記録か

ら算出している機関がほぼ半々であり，暗騒音の補正，

地上音の評価はほとんどの機関で行っていた。 

・準定常音の評価は約半分の機関，妨害音の処理は6割の

機関で実施し，実音聴取による方法が最も多い。 

・気象情報は，全ての機関で観測していなかったが，約7

割の機関では測定地点に近い気象台などのデータで風

向・風速を確認していた。 

（短期測定） 

・約6割の機関が直営で測定しており，騒音計の内部校正

は全ての機関で実施し，ピストンホンによる動作確認

は半数の機関が測定前後に行っていたが，3割の機関で

は年数回であった。 

・妨害音の処理はほとんどの機関で実施し，実音聴取が

最も多く，𝐿AEの算出方法，暗騒音の補正，地上音の評

価，気象情報については通年測定と同じであった。 
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附録 1 水平距離と継続時間の関係 

本編5.9における水平距離，継続時間及び𝐿Amaxの因果関

係は，以下の考えに基づいている。（距離と𝐿Amaxの因果関

係については明らかである。） 

図27は受音点と航空機の位置関係を簡略化して表した

ものである。図において，航空機は左から右方向に地点

A → B → Cの順で受音点Mの近傍を通過するものとする。

このとき，航空機の音響パワーと通過速度は一定とし，

音の伝達は点音源の距離減衰のみを考える。なお，受音

点では距離減衰に応じた騒音レベルを正しく測定できる

ものとする。 

このとき，騒音レベルが最も大きくなるのは航空機が

受音点Mに最も近づく地点，すなわち地点Bに達したとき

である。よって，地点Bの騒音レベルは𝐿Amaxである。 

このとき， 

最接近距離BM = 𝑑 

とする。 

その後，航空機がC方向に向かって移動していくと距離

減衰により騒音レベルは低下し，やがてLAmaxより10dB小

さい地点（地点C）に達する。地点Cと受音点Mとの距離

CMは，騒音レベルがLAmaxから10dB減衰する距離なので， 

CM = √10 ∙ 𝑑 （点音源の場合） 

となる。従って，地点Bと地点Cの距離BCは， 

(BC)2 = (√10 ∙ 𝑑)
2
− 𝑑2より， 

BC = 3𝑑 

である。同様に，距離ABは以下のようになる。 

AB = 3𝑑 

このとき，継続時間の定義（騒音レベルがLAmax -10dB

以上の時間）から，継続時間は航空機が地点AC間を移動

する時間となる。距離AC = 6𝑑であるので，移動速度を𝑣

とすると，継続時間（AC間の通過にかかる時間）は 

継続時間 = 6𝑑 𝑣⁄  

と表される。よって，継続時間は最接近距離𝑑（≒水平

距離）に依存すると考えられる。 

実際の測定では様々な要因が作用するため，今回のモ

デルがそのまま適用できるものではないが，水平距離と

継続時間の関係についての基本的な考え方はこのとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 受音点と航空機との距離と継続時間（騒音

レベル）の関係 
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附録 2 指標差と残差要因（時間帯重み付け）に
ついて 

ここでは，指標差と残差要因の関係について解説する。 

WECPNLの計算式は，午前7時から午後7時までの時間帯

の観測機数を𝑁d，午後7時から午後10時までの時間帯の

観測機数を𝑁e，午前0時から午前7時まで及び午後10時か

ら午後12時までの時間帯の観測機数を𝑁nとすれば，以下

のように書き表せる。 

𝐖𝐄𝐂𝐏𝐍𝐋 = 𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱 + 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝑵𝐝 + 𝟑𝑵𝐞 + 𝟏𝟎𝑵𝐧) − 𝟐𝟕 

       (4) 

ここで，𝐿Amaxは𝐿Amaxのパワー平均値を表す。 

一方，𝐿denの計算式は，総和 = 平均値×観測機数より，

以下のように表せる。 

𝐿den 

= 10 log10 [(𝑁𝑑10
𝐿AE,𝑑

10 + 𝑁𝑒10
𝐿AE,𝑒+5

10 + 𝑁𝑛10
𝐿AE,𝑛+10

10 )] 

−49.37      (5) 

ここで，𝐿AEは𝐿AEのパワー平均値を表し，添え字

d，e，nは騒音の発生時間帯（観測時間帯）を表している。 

WECPNLと𝐿denの両指標で観測された航空機騒音が同一

の騒音イベントであるとすると，指標差は，式(4)及び式

(5)より以下のようになる。 

𝐖𝐄𝐂𝐏𝐍𝐋 − 𝑳𝐝𝐞𝐧 = 𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱 +

𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

[
 
 
 
 

(𝑵𝐝+𝟑𝑵𝐞+𝟏𝟎𝑵𝐧)

(𝑵𝐝𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝐝
𝟏𝟎 +𝑵𝐞𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝐞+𝟓

𝟏𝟎 +𝑵𝐧𝟏𝟎
𝑳𝐀𝐄,𝐧+𝟏𝟎

𝟏𝟎 )

]
 
 
 
 

+ 𝟐𝟐. 𝟑𝟕 (6) 

式(6)(8)は更に以下のように書き直すことができる。 

𝐖𝐄𝐂𝐏𝐍𝐋 − 𝑳𝐝𝐞𝐧 = {(𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱 + 𝟏𝟎) − 𝑳𝐀𝐄} +

𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

[
 
 
 
 

(𝑵𝐝+𝟑𝑵𝐞+𝟏𝟎𝑵𝐧)∙𝟏𝟎
𝑳𝐀𝐄
𝟏𝟎

(𝑵𝐝𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝐝
𝟏𝟎 +𝑵𝐞𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝐞+𝟓

𝟏𝟎 +𝑵𝐧𝟏𝟎
𝑳𝐀𝐄,𝐧+𝟏𝟎

𝟏𝟎 )

]
 
 
 
 

+ 𝟏𝟐. 𝟑𝟕 (7) 

式(7)の右辺第一項は，本編の式(1)に等しいことからわ

かるように，三角形近似差を表している。また，右辺第

三項の 12.37 はそのまま本編式(2)の定数差である。従

って，右辺第二項が残差要因の項となる。 

 

残差要因であるところの式(7)右辺第二項は，時間帯重

み付け方法の違いを明確に表している。その真数部（[ ]

内）の分母は𝐿denにおける時間帯重み付けの計算式であ

り，分子はWECPNLにおける時間帯重み付けの計算式に相

当している。つまり，これらは両指標の時間帯重み付け

計算方法の比となっている。 

ここで，総観測機数𝑁に対する𝑁d，𝑁e，𝑁nそれぞれの

割合を𝑝d，𝑝e，𝑝nとすると， 

𝑵𝐝 = 𝑵 ∙ 𝒑𝐝，𝑵𝐞 = 𝑵 ∙ 𝒑𝐞，𝑵𝐧 = 𝑵 ∙ 𝒑𝐧  (8) 

よって，式(7)は， 

 𝐖𝐄𝐂𝐏𝐍𝐋 − 𝑳𝐝𝐞𝐧 = {(𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱 + 𝟏𝟎) − 𝑳𝐀𝐄} +

𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

[
 
 
 
 

(𝒑𝐝+𝟑𝒑𝐞+𝟏𝟎𝒑𝐧)∙𝟏𝟎
𝑳𝐀𝐄
𝟏𝟎

(𝒑𝐝𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝐝
𝟏𝟎 +𝒑𝐞𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝐞+𝟓

𝟏𝟎 +𝒑𝐧𝟏𝟎
𝑳𝐀𝐄,𝐧+𝟏𝟎

𝟏𝟎 )

]
 
 
 
 

+ 𝟏𝟐. 𝟑𝟕 (9) 

のように整理される。式(9)右辺第二項より，残差要因

は時間帯別の観測機数の割合により決定され，機数の大

小は（直接的には）影響しないことがわかる。 

また，式(9)は，+5dB＝3.16倍≒3倍と簡略化して，以

下のように表すことができる。 

𝐖𝐄𝐂𝐏𝐍𝐋 − 𝑳𝒅𝒆𝒏 ≈ {(𝑳𝐀𝐦𝐚𝐱 + 𝟏𝟎) − 𝑳𝐀𝐄} +

𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 [
𝒑𝒅𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄
𝟏𝟎 +𝟑𝒑𝒆𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄
𝟏𝟎 +𝟏𝟎𝒑𝒏𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄
𝟏𝟎

 𝒑𝒅𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝒅
𝟏𝟎 +𝟑𝒑𝒆𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝒆
𝟏𝟎 +𝟏𝟎𝒑𝒏𝟏𝟎

𝑳𝐀𝐄,𝒏
𝟏𝟎  

] + 𝟏𝟐. 𝟑𝟕 (10) 

式(10)の右辺第二項真数部の分子分母は非常によく似

た形である。両者の違いは𝐿AEパワー平均値が時間帯別か

全数かのみである。このことから，残差要因を決定する

因子は，時間帯別𝐿AEパワー平均値及びその係数である時

間帯別観測機数割合𝑝のみであることが確認される。 

また，式(10)の残差要因項の分子分母から，残差要因

に対する時間帯別観測機数割合𝑝及び𝐿AEパワー平均値と

の関係性を次のように読み取ることが可能である。 

すなわち，時間帯別𝐿AEパワー平均値がそれぞれ等しい

（𝐿AE,d = 𝐿AE,e = 𝐿AE,n）場合には，時間帯別観測機数割

合𝑝の如何を問わず分子分母が等しくなるため，残差要因

は0となるが，𝐿AE,eまたは𝐿AE,nが𝐿AE,dより大きい場合に

は，残差要因は負の値（分母＞分子）に，𝐿AE,eまたは𝐿AE,n

が𝐿AE,dより小さい場合には，残差要因は正の値（分母<分

子）となる。 

整理すると，夕～夜間早朝の騒音レベルが大きいほど

残差要因が負に寄与して指標差が縮小し，逆に昼間の騒

音レベルが大きいほど残差要因が正に寄与して指標差が

拡大することとなる。 

以上のことを視覚的にわかるよう図で表す。図28は，

昼の𝐿AEパワー平均値と他時間帯の𝐿AEパワー平均値（時

間帯重み付けを行っていない）との差を段階的に変え，

横軸に昼の観測機数割合を，縦軸に時間帯重み付けによ

る指標差への寄与（＝残差要因）の計算値をプロットし

たものである。「昼と夕のみの場合」は夜間早朝時間帯

の機数を0とした場合，「昼と夜のみの場合」は夕の機数
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を0とした場合である。「夕と夜が同数の場合」は，観測

機数及び時間帯別𝐿AEパワー平均値が夕方と夜間早朝と

において等しい（昼とは異なる）とした場合である。 

図より，昼間の𝐿AEパワー平均値が他の時間帯より大き

い場合には残差要因は必ず正（指標差拡大方向）である

こと，反対に昼間の𝐿AEが小さい場合には必ず負（指標差

縮小方向）であることが確認できる。昼間と他時間帯と

の𝐿AEパワー平均値の差が±20dBのものに着目すると，正

の寄与が最も大きくなるのは昼の観測機数割合が15～24

％程度と小さい場合，負の寄与が最も大きくなるのは昼

の観測機数割合が94～97％程度の場合である。ただし，

𝐿AEパワー平均値の差が縮小するに従って，正の寄与では

ピーク位置が右方向（昼の観測機数割合が大きい方向）

へ，負の寄与ではピークが左方向（昼の観測機数割合が

大きい方向）へ，それぞれシフトする傾向が見られてい

る。 

なお，図28において，「昼と夜のみの場合」を除き，𝐿AE

パワー平均値の差が0である場合であっても，寄与がわず

かに負となっている。これは，WECPNLでは夕方の時間帯

重みを「+5dB＝3.16倍≒3倍」として計算していることに

起因する。つまり，式(10)において「+5dB≒3倍」と簡略

化しなかった場合に生じる違いである。 

 

 

 

図 28 昼の観測機数割合と時間帯重み付けによる指標差への寄与（残差要因）の関係 

（昼間と他の時間帯との𝐿AEパワー平均値の差を変えて示した。） 

   ▼残差要因は，𝐿AEパワー平均値の差と各時間帯の観測機数割合とにより決定される。 

▼昼の𝐿AEパワー平均値が他の時間より大きい場合に正の寄与，小さい場合に負の寄与となる。 
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＊Establishment of the Quality Control System for PM2.5 Component Analysis in Osaka Prefecture 
＊＊Rie NISHIMURA，Yuiko TAKASAKA（地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所） 

 

 

＜報 文＞ 

 

大阪府内におけるPM2.5成分分析精度管理体制の整備＊  
 

西村理恵**・髙坂由依子**  

 

キーワード ①精度管理 ②成分分析 ③クロスチェック 

 

要   旨 

 大阪府では府内におけるPM2.5の成分測定値が一定の精度を確保できるように，府内自治体（大気汚染防止法上の政令市）

の行政担当者と共に分析精度管理体制の整備に取り組んだ。その成果として，PM2.5の分析経験がない担当者が，分析業務

委託先の示す作業手順のうち精度管理に関わる項目を適切に確認することができる「チェックリスト」を作成した。また，

成分分析実施機関（10機関）で標準溶液試料を用いた「クロスチェック」を実施したところ，検量線最低濃度レベルの試

料では高濃度試料に比べて機関間で測定値のばらつきが大きかった。精度管理上の課題を抽出して周知することで，各機

関の精度管理体制の改善につながった。 

 

 

 

1．はじめに 

微小粒子状物質（PM2.5）は平成21年9月に環境基準が定

められ，平成23年度から常時監視が本格的に開始された。

自動測定機による質量濃度の測定に加え，PM2.5中の成分

（イオン8項目・無機元素30項目・炭素2項目）の分析も

常時監視に位置付けられたことから1)，都道府県のみなら

ず大気汚染防止法施行令で定める政令市も成分分析の実

施対象となり，大阪府内では8自治体が成分分析を実施し

ている。このうち5自治体は民間業者に分析業務を委託し

ているが，担当者にPM2.5の分析経験がないことから，委

託先による測定値の精度確認に苦慮している。 

一方，全国の成分測定結果は環境省HPにて公開されて

いるが2)，成分によっては検出下限値が1000倍以上の開き

があるなど測定精度が大きく異なっている状況である。

国においては，精度管理の目標値として，平成29年4月に

目標検出下限値を設定したところである3)。 

このような背景から，大阪府内での測定値について，

一定の精度を確保できるように，PM2.5成分分析における

精度管理体制のあり方について行政担当者とともに検討

を行ったので，その内容について紹介する。 

 

2．精度管理内容の検討 

大阪府では，平成25年度からPM2.5成分分析情報交換会

（以下，「情報交換会」と記す。）を毎年1～2回開催し，

関係自治体と成分分析に関する情報を共有している。 

 

この会議を活用して，行政担当者が実施可能な精度管理

内容について検討を行った。 

成分分析は環境省マニュアル4)に則り行っているが， 

PM2.5の分析経験がない担当者が，委託先の示す作業手順

の内容がマニュアルに準拠しているかを確認するのは容

易ではない。そこで，分析経験がない担当者が精度管理

に関わる項目を確認できる「チェックリスト」を検討し

た。また，成分分析実施機関の測定精度を把握すること

を目的として「クロスチェック」を実施した。 

 

3．精度管理内容 

3.1 チェックリストの作成 

まず，環境省マニュアルの記載内容のうち精度管理に

関わる項目を抽出し，捕集・秤量・イオン成分・無機元

素・炭素成分に分類した。さらに，マニュアルには記載

がないが統一が望ましい内容や注意すべき事項を大阪府

独自項目として追加した。 

作成したチェックリストは，内容が不明な項目・適否

の確認が困難な項目・チェックが不要な項目・追加すべ

き項目について，情報交換会にて意見照会を行い行政担

当者の意見を反映させた。表1にチェックリストのうち無

機元素に関する項目を示した。各項目について，環境省

マニュアルの記載ページや適否の確認理由を明記した。

なお，運用にあたっては，各自治体での課題を抽出し，

今後も改良していく予定である。 
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3.2 チェックリストの活用 

作成したチェックリストは，全部で約60項目となった。

これらの内容について理解を深めるため，情報交換会で

は，実際の分析現場を見学しながらチェック方法の確認

を行うなどの研修も実施した。この結果，いくつかの自

治体では，委託先からの報告書を確認する際やサンプリ

ング現場への立入時に，チェックリストに記載されてい

る項目が履行できているかを確認できた。しかしながら，

実際にPM2.5の分析を経験していないと項目全てを確認す

ることは容易でないため，チェックリストに基づくチェ

ックの実施を委託先に依頼し，各季節の報告書にチェッ

ク結果を添付するように指示を行う，あるいは，チェッ

クリストを委託先に提示して作業手順書などの業務計画

に反映するよう指示する自治体があった。 

チェックリストを活用する中で，ある自治体の委託先

が実施している無機元素の前処理方法が，環境省マニュ

アルに記載の圧力容器を用いてマイクロ波で粒子を加熱

溶解する酸分解法と異なっていることが分かった。環境

省マニュアルでは，この酸分解法と同程度以上の分解法

があれば採用してもよいとされている。しかし，超音波

を照射しヒートブロックを用いて加熱して粒子を溶液中

に分散させる独自の前処理方法5)は，マニュアル法と同程

度以上とみなすには課題があるため，業者が妥当性の検

証を実施しているところである。環境省マニュアルは分

析担当者にとっては技術的情報源だが，行政担当者には

内容を十分に理解しづらい面がある。本事例は環境省マ

ニュアルの内容を適切に確認できるチェックリストの形

にした効果である。 

 

3.3 クロスチェックの実施 

3.3.1 クロスチェックの方法 

PM2.5成分分析での測定誤差の要因は，「前処理操作の

違い」や「分析装置の機差および分析条件の違い」が考

えられる。これらのうち，まず「分析装置の機差および

分析条件の違い」による誤差を把握するために，前処理

操作を必要としない溶液試料を用いたクロスチェックを

実施した。大阪府内の成分分析実施5機関に加え，他県の

自治体に協力を依頼し表2に示す10機関で行った。試料配

布は2017年5月末日から6月上旬に行い，測定結果の報告

期限は6月末日とした。 

配布試料は，各種標準溶液を希釈して調製した。調製

濃度は，環境省マニュアルに記載の検量線濃度や過去に

測定したPM2.5実試料濃度範囲を参考に，低濃度域と高濃

度域となるように設定した。なお，調製した試料からラ

ンダムに3試料を抜き取り，配付時の均一性と測定結果の

報告期限時点で試料の品質に変化がないことを確認した。

表3に測定項目を，表4に各機関が測定に使用した装置を

示した。 

外れ値の判定は，各機関の報告値の変動係数（標準偏

差を平均値で除したもの）が20％以上，かつ，当該機関

計画

年度
当初

春季 夏季 秋季 冬季

1 試料フィルタをカットする場合は、フィルタ毎に切断刃を洗浄 (ﾏ）無機p6 4.2 コンタミネーション防止

2 容器の洗浄方法（酸に付け置き洗い等）の確認 (ﾏ）無機p6 4.1 コンタミネーション防止（容器由来も無視できない）

3 加熱分解条件の確認 大阪府 十分に酸分解ができる状態かを確認

4 前処理に使用する各種酸は、分析用高純度規格またはこれと同等以上の純度 (ﾏ）無機p4 3 コンタミネーション防止

5 コンタミネーションの防止に留意（清潔で土埃などが入らないよう心がけているか） 大阪府

6 標準調製、保存、メスアップ、測定に用いる容器はガラス製以外 大阪府 コンタミネーション防止（ガラス容器）、フッ酸を使用しているため

7 標準溶液の調製は、1種類の標準原液から1種類の標準溶液 大阪府 標準原液2種類以上を混合すると濃度が正確にならないことがある

8 酸分解前に試料採取面が確実に酸に浸かっていることを確認 大阪府 分解むら防止

9 操作ブランクフィルタは試料と同じロット番号 (ﾏ）捕集p15 3.2.2 ロットごとにフィルタ起因のブランク値が異なるため

10 ①ブランクフィルタ 5試料以上および②検量線最低濃度 5試料以上を測定 (ﾏ）無機p13 8.1

11 上記①および②の標準偏差の大きい方から下限値を算出 (ﾏ）無機p13 8.1

12 検量線中間程度の濃度の標準溶液を測定し、感度変動が±10%以内 (ﾏ）無機p14 8.5 装置の感度確認

13 濃度計算に用いる有効捕集面積は11.86cm2 大阪府 捕集面積をFRM規格に統一

表1　チェックリストの一例（無機元素）

無機元素

項            目

適否

マニュアル記載項目
または大阪府項目 備          考実施した内容

　　地方独立行政法人

　　大阪府立環境農林水産総合研究所
　　三重県保健環境研究所

　　大阪市立環境科学研究センター
　　公益財団法人ひょうご環境創造協会

　　兵庫県環境研究センター

　　東大阪市環境衛生検査センター 　　奈良県景観・環境総合センター

　　環境計測株式会社 　　和歌山県環境衛生研究センター

　　東芝ナノアナリシス株式会社 　　名古屋市環境科学調査センター

表2　クロスチェック参加機関

大阪府内

成分分析

実施機関

他県

協力機関
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のZスコアがGrubbsの両側危険率5％の棄却限界値を超え

た場合とした。なお，報告値が検出下限値未満の場合は，

便宜上，報告値を検出下限値として変動係数及びZスコア

を求めた。 

 

表3 測定項目 

成分 測定項目 

イオン 

塩化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、 

ナトリウムイオン、アンモニウムイオン、カリウムイオン、

マグネシウムイオン、カルシウムイオン 

無機 

元素 

ナトリウム、アルミニウム、カリウム、カルシウム、スカ

ンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、

コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ヒ素、セレン、ルビジウ

ム、モリブデン、アンチモン、セシウム、バリウム、ラン

タン、セリウム、サマリウム、ハフニウム、タングステン、

タンタル、トリウム、鉛 

炭素 全炭素 

 

 

 

3.3.2 クロスチェックの結果 

クロスチェック結果を表5に示した。なお，無機元素は

対象項目が多いため，抜粋して示した。いずれの項目に

おいても検量線最低濃度レベルに設定した低濃度試料の

方が高濃度試料より変動係数が大きく，濃度が低くなる

ほど測定誤差が大きかった。低濃度試料において，イオ

ン成分の変動係数は7.7-23.7%の範囲でMg2+及びCa2+（二

価の陽イオン）で大きかった。無機元素では抜粋した項

目の変動係数は16.4-63.7%で項目によって変動係数が大

きく異なった。一方，イオン成分・無機元素ともに，高

濃度試料では変動係数は概ね10%以内におさまった。炭素

成分は低濃度・高濃度試料ともに変動係数は10%以内であ

った。 

平成27年度環境測定分析統一精度管理調査の模擬大気

試料1(PM2.5抽出液試料)においてCa2+の室間(分析機関間)

精度は41%(外れ値棄却後10%)と報告されており6)，イオン

成分の中で最大であり，今回のクロスチェックでも同様

の結果となった。 

 

表5 クロスチェック結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のクロスチェックにおいて，外れ値と判定したの

は表6に示す3機関の5項目であった。これらについて，当

該機関に対し，アンケート調査を実施したところ，検量

線の設定方法に問題があったことや測定装置の部品に汚

染があったことが外れ値となった原因と考えられた。ま

た，外れ値にはならなかったがZスコアの値が大きかった

機関から，以前から低濃度での再現性が悪かったことも

あり，その原因を探った結果，オートサンプラーのメン

テナンスを実施してからクロスチェック試料を再測定す

ることで良好な結果を得たとの報告を受けた。精度管理

において，装置の日常点検が非常に重要な要素であるこ

とを再確認できた。 

今後もクロスチェックを行い，精度管理上の課題を抽

出して周知することで，各機関の精度管理体制の改善に

つながることを期待する。 

アニオン カチオン

表4　測定に使用した装置

炭素

Thermo Fisher Scientific,

・Integrion　1機関

・ICS-2100　3機関

・ICS-2000　2機関

・ICS-1100　1機関

・ICS-1000　1機関

Metrohm IC 850　１機関

島津製作所 LC-10ADsp　１機関

Thermo Fisher Scientific,

・Integrion　1機関

・ICS-2100　3機関

・ICS-1600　1機関

・ICS-1500　1機関

・ICS-1100　1機関

・ICS-1000　1機関

Metrohm IC 850　１機関

島津製作所 LC-10ADsp　１機関

Agilent Technologies,

・7700X　3機関

・7500ce　2機関

Thermo Fisher Scientific,

・X-SERIES II　2機関

Perkin Elmer,

・NexION350S　1機関

・ELAN-DRC-e　1機関

SUNSET　8機関

DRI　1機関

イオン

無機元素

平均値±標準偏差 変動係数(%) 平均値±標準偏差 変動係数(%)

Cl- 0.068±0.010 14.2 0.80±0.08 10.2

NO3
- 0.26±0.03 10.2 3.3±0.11 3.3

SO4
2- 0.77±0.06 8.4 7.9±0.2 3.0

Na+ 0.16±0.02 12.6 0.99±0.07 6.6

NH4
+ 0.40±0.03 7.7 4.7±0.3 6.4

K+ 0.079±0.012 15.1 0.49±0.05 10.3

(mg/L) Mg2+ 0.080±0.013 16.7 0.43±0.04 8.4

Ca2+ 0.074±0.017 23.7 0.38±0.05 12.1

Cr
0.92±0.27

（1.0±0.1）
29.4

（13.3）
80±4.3 5.3

Mn 1.4±0.4 26.4 80±4.3 5.4

Fe
5.7±3.7

（4.7±2.1）
63.7

（44.１）
81±6.6 8.2

Ni
2.5±1.1

（2.2±0.6）
44.0

（28.0）
78±3.6 4.6

Cu 0.79±0.43 54.9 77±5.9 7.6

(μg/L) Zn
2.0±0.6

（2.2±0.3）
29.5

（16.１）
74±5.6 7.6

Pb 1.1±0.2 16.4 80±3.8 4.8

炭素
(mg/L)

TC 970±60 6.2 2300±105 4.6

※（　　）内は外れ値棄却後の結果

イ
オ
ン

無
機
元
素

低濃度試料 高濃度試料
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 表6 クロスチェックにおける外れ値 

 

4. まとめ 

 大阪府内におけるPM2.5の成分測定値について，一定の

精度を確保できるように，精度管理体制の整備に取り組

んだ。PM2.5の分析経験がない担当者でも精度管理に関わ

る項目について委託先の作業手順を確認することができ

るように「チェックリスト」を作成し，既に，実際に自

治体において活用しているところである。また，成分分

析実施機関の「分析装置の機差および分析条件の違い」

による誤差を把握するために，前処理操作を必要としな

い溶液試料を用いて「クロスチェック」を実施したとこ

ろ，検量線最低濃度レベルの試料では高濃度試料に比べ

て機関間で測定値のばらつきが大きく，無機元素では項

目によっても測定精度に違いがみられた。クロスチェッ

クの実施を通して，測定装置の日常点検が精度管理にと

って重要であることを再確認した。 

今後とも大阪府内の関係機関間で精度管理に取り組む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことで，各機関での精度管理体制の改善につなげていく

とともに，PM2.5の成分測定値の信頼性確保に努めていき

たいと考える。 

 

5. 謝辞 

本取組は大阪府をはじめとする府内のPM2.5成分分析実
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究センター関係各位にはクロスチェックの実施方法の検
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クロスチェックの実施にあたり，三重県保健環境研究所，

公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究セン

ター，奈良県景観・環境総合センター，和歌山県環境衛

生研究センター及び名古屋市環境科学調査センターの関
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8.0　(71)

190　(1600)

Cr 0.28　(0.92)

Ni 5.0　(2.5)

Zn ＜0.69　(2.0)

M-9 Fe 14　(5.7)

機関番号 項目
報告値（全機関平均値）

単位：μg/L

M-6

Ca

M-2
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＜報 文＞ 

 

鴨川上流における生物学的評価法を用いた水質評価＊ 
 

 

 

坂田裕介**・中嶋智子**・福浦祐介***・片山哲郎**・藤本恭史**  

 

キーワード ①鴨川 ②水生生物 ③水質評価 

 

要   旨 

 鴨川上流の2地点において，5種類の生物学的評価法を用いた水質評価を行った。St.1では，計4回の調査で，6綱12目44

科52属46種6949個体が採集された。St.2では，計3回の調査で，5綱10目36科44属41種4581個体が採集された。両調査地点

とも全ての調査で水質が良好であると評価され，鴨川上流は1年以上の長期間にわたり，良好な水質が保たれていること

が明らかとなった。 

 

 

 

1. はじめに 

河川の水質を評価する手法として，生物学的評価法と

理化学的評価法がある。生物学的評価法は河川の水生生

物を指標とするのに対し，理化学的評価法は有機物や栄

養塩類などの汚濁物質を指標とする。生物学的評価法は

調査に特別な道具を必要とせず，1回の調査で長期間にわ

たる河川の状況を評価することができる。渡辺1)は，生物

学的評価法を健康診断のように用いることを提案した。

つまり，生物学的評価法により汚染の兆候が確認された

際には，理化学的評価法により汚染の原因を明らかにす

るということである。 

京都府内を流れる代表的な河川の1つである鴨川では，

津田ら2）に代表される生物学的評価法を用いた調査が数

多く行われてきたが，その多くは高野川との合流地点よ

り下流を対象としており，鴨川上流，特に鞍馬川とその

支流を対象とした調査は少ない。また，この区間には水

質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）の規定に基づく公

共用水域の測定地点が設けられておらず，理化学的評価

法を用いた調査も少ない。そこで今回，この鴨川上流に

おいて，生物学的評価法を用いた水質評価を試みたので，

その結果を報告する。 

 

2. 調査方法 

2.1 調査地点 

調査地点の全体図及び景観を図1及び2に示す。 

鴨川は，京都市北区に位置する桟敷ケ岳（標高896m）

に発し，京都市北区上賀茂十三石山の十三石橋付近で鞍

馬川と，京都市左京区田中下柳町の加茂大橋付近で高野

川と合流した後，京都市伏見区下鳥羽付近で桂川に注ぐ

幹川流路延長約33km，流域面積約208k㎡の一級河川であ

る。今回は鞍馬川の支流である静原川（St.1）と，鞍馬

川と本流の合流地点より約1.2km下流に所在する京都府

立鴨川運動公園場付近（St.2）の計2地点で調査を行った。 

図1 鴨川上流における各調査地点の位置 

 国土地理院地理院タイル（白地図）を背景に，国土交

通省国土数値情報河川データ（第3.1版）をもとにして，

MANDARA9.44により作成 
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2.2 調査期間 

St.1では，夏（2016年8月29日），秋（2016年11月21

日），冬（2017年2月10日），春（2017年5月11日）の計4

回，St.2では，秋（2016年11月21日），冬（2017年2月10

日），春（2017年5月11日）の計3回調査を行った。 

 

2.3 水生生物の採集方法 

各調査地点につき2名の調査者が瀬の石れき底におい

て，Dフレームネット（底部 30cm，高さ25cm，目合１mm）

を用いて1分間のキックスイープを3回行い1試料とし，

70%エタノールで固定した。 

試料は実験室に持ち帰り，ソーティングした後，実体

顕微鏡もしくは生物顕微鏡下で図鑑等3～7）を用いて可能

な限り種まで同定した。 

 

2.4 生物学的水質評価方法 

Beck and Tsuda法2)，Pantle and Buck法8)，Zelinka and 

Marvan法9)，水生生物による簡易水質調査法10)，日本版平

均スコア法11)を用いて水質評価を行った。 

なお，Beck and Tsuda法，Pantle and Buck法，Zelinka 

and Marvan法では，谷田12)により改定された生物学的指

数表から指数値を求めた。 

 

3. 結果と考察 

3.1 調査地点の概要 

各調査地点の概要を表1に示す。 

St.1では，河床は石れき底で，右岸の土手には植物が

繁茂し，左岸には石積護岸が設置されている。 

St.2では，河床は石れき底であるが，流心部では調査

期間中常に中州が形成され，上流から流れてくる砂利が

多い。右岸の土手には植物が繁茂し，左岸の土手は京都

府立鴨川運動公園の園内道路である。 

 

3.2 水生生物相 

各調査地点で採集された水生生物の分類群数と個体数

を表2に示す。また，今回の調査で採集された全ての水生

生物の種までの同定を含む分類群と個体数を付表に示す。 

両調査地点とも採集された水生生物の分類群数と個体

数が も多かったのは冬であり，次いで多かったのは春

であった。これは，水生生物の多くが春に羽化すること

表1 鴨川上流における各調査地点の概要 

夏 秋 冬 春 秋 冬 春
時刻 10:50〜11:20 10:35〜10:50 10:00〜11:00 10:10〜10:50 11:20〜11:30 11:30〜12:00 11:20〜12:00
天気 くもり くもり 晴れ 晴れ くもり 雪 晴れ
⽔温（℃） 21.0 13.0 5.5 17.0 13.0 5.0 17.0
川幅（m） 5〜10 5〜10 5〜10 5〜10 5〜20 5〜20 5〜20
⽔深（cm） 10〜20 20〜30 20〜30 10〜20 30〜50 20〜30 10〜20
流速（m/s） 0.38 0.40 0.73 0.64 0.59 0.71 0.83
⽔温はガラス製棒状温度計，川幅はメジャー，⽔深と礫の⼤きさは⽵尺，流速はピンポン⽟が3m流れるのに要する時間から測定した。 

St.1 St.2

図2 鴨川上流における各調査地点の景観 
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から，冬から春はサンプリングが可能な体サイズまで成

長した終齢もしくはそれに近い幼虫が豊富に生息してい

るためと考えられた。また，トクナガヤマトアミカ 

Agathon bilobatoidesのような冬型のアミカ類のほか，

クロカワゲラ科やシタカワゲラ科といった冬から春にの

み幼虫が出現するグループが採集されたことも一因と考

えられた。なお，クロカワゲラ科は幼虫での属あるいは

種までの同定が困難であるが，St.2の冬の調査では，中

州で，キブネクロカワゲラ Capnia kibuneanaとコバネク

ロカワゲラ Capnia flebilisの成虫が同時に採集された

ことから，St.2には少なくともこれら2種が生息している

と考えられた。 

各調査地点で採集された水生生物の目別個体数を図3

に示す。カゲロウ目，カワゲラ目，トビケラ目の3目は，

全個体数に占める割合が，St.1で81～94％，St.2で77～

96％であり，特にカゲロウ目は，全個体数に占める割合

が，St.1で55～76％，St.2で47～73％と半数以上であっ

た。これら3目は河川における主要な水生生物で，水質の

悪化や汚濁に弱い種が多いことから，鴨川上流は良好な

河川環境であると考えられた。 

各調査地点で採集されたカゲロウ目，カワゲラ目，ト

ビケラ目の科別個体数を表3に示す。 

カゲロウ目については，両調査地点ともマダラカゲロ

ウ科，コカゲロウ科，ヒラタカゲロウ科の3科が多く採集

された。 

マダラカゲロウ科では，トゲマダラカゲロウ属が多く，

両調査地点を合わせて5種（オオマダラカゲロウ 

Drunella basalis，ヨシノマダラカゲロウ Drunella 

ishiyamana，コウノマダラカゲロウ Drunella kohnoi，

フタマタマダラカゲロウ Drunella sachalinensis，ミツ

トゲマダラカゲロウ Drunella trispina）が採集された。

St.1で採集されたトゲマダラカゲロウ属を採集時季別に

みると，夏はヨシノマダラカゲロウのみが，秋はオオマ

ダラカゲロウのみが採集された。冬はオオマダラカゲロ

ウ，ヨシノマダラカゲロウ，ミツトゲマダラカゲロウの3

種が採集され，オオマダゲロウが優占していた。春はヨ

シノマダラカゲロウ，フタマタマダラカゲロウ，ミツト

ゲマダラカゲロウの3種が採集され，ヨシノマダラカゲロ

ウが優占していた。石綿13）によると，これらトゲマダラ

カゲロウ属の5種は，上流から中流の流れの速い浮き石状

の石れきの間隙で生活しており，オオマダラカゲロウ，

コオノマダラカゲロウ，ミツトゲマダラカゲロウ，フタ

マタマダラカゲロウ，ヨシノマダラカゲロウの順に羽化

期が分離している。したがって，夏にはヨシノマダラカ

ゲロウ以外の4種は羽化期直後のため採集されず，秋には

羽化期直後のヨシノマダラカゲロウとふ化したオオマダ

ラカゲロウで優占種が入れ替わり，冬にはオオマダラカ

ゲロウに遅れてふ化した2種が採集され，春には羽化期直

後のオオマダラカゲロウとふ化したヨシノマダラカゲロ

ウで優占種が入れ替わったと考えられた。また，St.2で

も，秋，冬，春の調査で採集されたトゲマダラカゲロウ

属の種組成はSt.1とほぼ同じであることから，同様の生

活環が形成されており，両調査地点とも安定した河川環

境が保たれているていると考えられた。 

コカゲロウ科では，種まで同定できたものは少なかっ

たが，両調査地点とも冬はシロハラコカゲロウ Baetis 

thermicusが優占していた。また，全個体数に占める割合

はSt.1では27％であったのに対し，St.2では12％と少な

かった。シロハラコカゲロウは上流の瀬に多く14)，冬に

採集される幼虫としては普通種である15)。また，コカゲ

ロウ属は体節的な構造上，はまり石と砂のみによって構

成される狭い空間や粗砂の流動に耐えにくいことが示唆

されている16)。したがって，上流から流れてくる砂利が

多いSt.2では，シロハラコカゲロウが少なかったと考え

られた。 

ヒラタカゲロウ科も，種まで同定できたものは少なか

ったが，両調査地点とも冬は，ミヤマタニガワカゲロウ

表2 鴨川上流における各調査地点で採集された 

水生生物の分類群数と個体数 

図3 鴨川上流における各調査地点で採集された 

水生生物の目別個体数 

綱 ⽬ 科 属 種
St . 1 夏 5 10 26 25 16 592

秋 6 9 25 28 19 954
冬 6 10 37 43 37 3273
春 4 12 34 37 28 2131
計 6 12 44 52 46 6949

St . 2 秋 5 9 29 36 20 1144
冬 4 9 31 35 30 1765
春 3 9 28 32 28 1672
計 5 10 36 44 41 4581

分類群数
調査地点 調査時期 個体数
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表3 鴨川上流における各調査地点で採集されたカゲロウ目，カワゲラ目，トビケラ目の科別個体数*1 

 

属の1種とオニヒメタニガワカゲロウ Ecdyonurus 

bajkovae，ナミヒラタカゲロウ Epeorus ikanonsisが多

く採集された。いずれも上流に生息する普通種である4)。 

カワゲラ目については，両調査地点とも，夏，秋，春

はカワゲラ科とアミメカワゲラ科が多く採集され，冬は

クロカワゲラ科，オナシカワゲラ科，シタカワゲラ科，

ミドリカワゲラ科などの他季にはほとんど採集されなか

った科が採集された。また，St.2ではSt.1よりカワゲラ

目が多かった。 

カワゲラ目は河床の砂れき堆積物中の隙間を主な生息

場所とするものが多く，特にクロカワゲラ科やミドリカ

ワゲラ科といった細長い形態をした分類群は砂の中を泳

ぎ回っていると考えられている17)。また，これらの科に

属する種の多くは冬から春にかけて成虫が出現し5)，幼虫

は成虫の羽化期から1～2ヶ月前までの限られた期間のみ

採集される17)。St.2の河床状況から，カワゲラ目，特に， 

 

クロカワゲラ科やミドリカワゲラ科にとっては，St.2の

方がSt.1より生息に適していたと考えられた。 

また，St.1で夏に採集されたカワゲラ目はすべてカワ

ゲラ科であり，アミメカワゲラ科は秋以降採集されるよ

うになった。これは，アミメカワゲラ科の羽化が早春か

ら始まるため5)，夏はアミメカワゲラ科がまだふ化してい

ないか，あるいは，ふ化したばかりの若齢幼虫しか生息

していなかったためと考えられた。 

トビケラ目については，両調査地点ともナガレトビケ

ラ科，ヤマトビケラ科，ヒゲナガカワトビケラ科の3科が

多く採集された。 

ナガレトビケラ科では，夏と春はムナグロナガレトビ

ケラ Rhyacophila nigrocephalaが，秋と冬はトランスク

ィラナガレトビケラ Rhyacophila transquillaが優占し

ていた。その他，ヒロアタマナガレトビケラ Rhyacophila 

brevicephala，カワムラナガレトビケラ Rhyacophila 

夏 秋 冬 春 秋 冬 春
カゲロウ⽬ Ephemer opt er a

トビイロカゲロウ科 Lept ophl ebi i dae 5 7 104 14 44 83
モンカゲロウ科 Ephemer i dae 24 43 21 4 22 3 3
ヒメシロカゲロウ科 Caeni dae 6
マダラカゲロウ科 Ephemer el l i dae 166 406 636 655 405 446 745
ヒメフタオカゲロウ科 Amel et i dae 1 2 58
コカゲロウ科 Baet i dae 8 152 977 130 35 276 124
フタオカゲロウ科 Si phl onur i dae 1
チラカゲロウ科 I sonychi i dae 10 26 119 23 6 3 3
ヒラタカゲロウ科 Hept ageni i dae 114 55 705 679 52 318 257
科不明 1 8 2 3 4 3

カワゲラ⽬ Pl ecopt er a
ヒロムネカワゲラ科 Pel t oper l i dae 1
アミメカワゲラ科 Per l odi dae 13 37 28 28 36 23
カワゲラ科 Per l i dae 33 41 14 6 83 34 22
ミドリカワゲラ科 Chl or oper l i dae 1 13 5 51
シタカワゲラ科 Taeni opt er ygi dae 5 26
オナシカワゲラ科 Nemour i dae 63 4 78 3
クロカワゲラ科 Capni i dae 7 1 157
科不明 5 6 6 1

トビケラ⽬ Tr i copt er a
ナガレトビケラ科 Rhyacophi l i dae 17 19 85 16 59 89 34
カワリナガレトビケラ科 Hydr obi osi dae 2 20 1 1
ヒメトビケラ科 Hydr opt i l i dae 1 1
ヤマトビケラ科 Gl ossosomat i dae 41 14 97 70 21 32 50
ヒゲナガカワトビケラ科 St enopsychi dae 14 79 130 91 53 9 10
カワトビケラ科 Phi l opot ami dae 1 1
シマトビケラ科 Hydr opsychi dae 11 10 41 21 38 11 19
カクスイトビケラ科 Br achycent r i dae 6 1
キタガミトビケラ科 Li nmnocent r opodi dae 1
カクツツトビケラ科 Lepi dost omat i dae 13 4 52 6 21 10 2
コエグリトビケラ科 Apat ani i dae 3
クロツツトビケラ科 Uenoi dae 8
ニンギョウトビケラ科 Goer i dae 15 12 5 14 7 3
ヒゲナガトビケラ科 Lept ocer i dae 4 7 2 4
科不明 8 13 1 3 12 1 4

＊1 調査者2名の合計

St . 1 St . 2
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表4 鴨川上流における各調査地点の生物学的評価法を用いた水質評価結果 

kawamurae，キソナガレトビケラ Rhyacophila kisoensis

などが採集された。 

ヤマトビケラ科では，両調査地点で採集された全ての

個体がヤマトビケラ属であった。 

ヒゲナガカワトビケラ科では，ヒゲナガカワトビケラ 

Stenopsyche marmorataのみ採集された。また，St.2では

St.1よりヒゲナガカワトビケラが少なかった。ヒゲナガ

カワトビケラは上流から下流の瀬に生息し4)，初夏から秋

にかけて成虫が出現する5)。また，ヒゲナガカワトビケラ

などの造網型トビケラは，砂が流動する不安定な河床で

は捕獲網を維持しにくいことが示唆されている16)。した

がって，シロハラコカゲロウと同様，St.2の河床状況か

ら，ヒゲナガカワトビケラが少なかったと考えられた。 

 

3.3 生物学的水質評価結果 

各評価法による水質評価結果を表4に示す。 

Beck and Tsuda法では，両調査地点とも全ての調査で

生物指数（BI）は30を越え，水質は貧腐水性（os）と評

価された。BIは採集された水生生物の分類群数及び個体

数と同様の変動をみせ，St.1では，冬は62，夏は31とな

り，2倍もの差があった。これは，上述したとおり，冬は

水生生物相が豊かであるのに対し，夏は採集可能な体サ

イズまで成長した幼虫が少ないためと考えられた。した

がって，Beck and Tsuda法を用いて水質評価を行う際は

採集時季による影響を考慮する必要があると考えられた。

なお，鴨川では，1960年と1971年に津田ら2)によりBeck 

and Tsuda法を用いた水質評価が行われており，静原川と

鞍馬川の合流地点では1960年にos，St.2より約3km下った

地点では1960年にβ中腐水性（βms），1971年にosと評

価されている。今回の両調査地点はこれらの地点よりそ

れぞれやや上流に位置するが，少なくとも1970年前後に

も良好な水質を保っていたと推察される。 

 

Pantle and Buck法及びZelinka and Marvan法では，両

調査地点とも全ての調査でosと評価された。谷田18)は，

Zelinka and Marvan法におけるosの評価平均を水質の良

好さの指標とすることができるとしている。今回の調査

では，osの評価平均は，両調査地点とも秋に 大となり，

St.1では冬，St.2では春に 小となった。両調査地点と

も夏と春はヨシノマダラカゲロウ，秋はオオマダラカゲ

ロウ，冬はシロハラコカゲロウが優占種であった。これ

ら3種は，谷田12)により改定された生物学的指数表におい

て，いずれもosの指標種とされているが，指数値である

ザプロビ値及びインディケーター値は，オオマダラカゲ

ロウ，ヨシノマダラカゲロウ，シロハラコカゲロウの順

にやや高い値が設定されている。これら3種が同所的に生

息する今回のような調査地点では，各種の羽化期の違い

によって優占種が入れ替わり，水質の良好さとは無関係

にosの評価平均が変動する結果となった。したがって，

osの評価平均を水質の良好さの指標として用いる際は，

採集時季を考慮すべきかもしれない。また，両調査地点

のosの評価平均を同じ調査日で比較したところ，いずれ

も，St.2はSt.1よりやや高く， 大で0.47， 小で0.07

の差があったことから，St.2の方がSt.1より水質が良好

であることが示唆された。一方で，採集された水生生物

の分類群数及び個体数はSt.1の方がSt.2より多く，水生

生物相が豊かであるともいえた。したがって，今回の数

値差は水質の大きな差を示していないと考えられた。 

水生生物による簡易水質調査法では，両調査地点とも

全ての調査で「きれいな水」と評価された。また，採集

された指標種は全て「きれいな水」か「ややきれいな水」

に属していた。 

日本版平均スコア法では，両調査地点とも全ての調査

で水質が「とても良好」と評価された。平均スコア（ASPT）

は，St.1で平均値7.7， 大値7.9， 小値7.6であり，St.2

で平均値7.9， 大値8.0， 小値7.6であった。

夏 秋 冬 春 秋 冬 春
Beck and Tsuda 法 BI 31 38 62 57 43 54 40

評価結果 os os os os os os os

Pant l e and Buck 法 PI 1. 04 1. 07 1. 05 1. 09 1. 10 1. 07 1. 08
評価結果 os os os os os os os

Zel i nka and Marvan法 評価平均（os） 8. 04 8. 37 8. 01 8. 01 8. 82 8. 48 8. 08
評価平均（βms） 1. 96 1. 63 1. 99 1. 98 1. 17 1. 52 1. 92
評価結果 os os os os os os os

⽔⽣⽣物による簡易⽔質調査法 評価結果 きれいな⽔ きれいな⽔ きれいな⽔ きれいな⽔ きれいな⽔ きれいな⽔ きれいな⽔

⽇本版平均スコア法 TS 209 204 271 262 221 231 223
総科数 27 27 35 33 29 29 28
ASPT 7. 7 7. 6 7. 7 7. 9 7. 6 8. 0 8. 0
評価結果 とても良好 とても良好 とても良好 とても良好 とても良好 とても良好 とても良好

BI ：Bi ot i c I ndex，PI ：Pol ut i on I ndex，os :  貧腐⽔性，βms :  β中腐⽔性，TS：総スコア，ASPT：平均スコア

St . 1 St . 2



 

＜報文＞鴨川上流における生物学的評価法を用いた水質評価 
181 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 38 

今回の鴨川上流における両調査地点はいずれの評価法

を用いても全て良好な水質であると評価された。さらに，

水質の悪化や汚濁に弱く，複数年をかけて成虫となるオ

オヤマカワゲラ属やヘビトンボ Protohermes grandisな

どの齢期の異なる幼虫が季節を問わず採集されたことか

ら，鴨川上流は1年以上の長期間にわたり，良好な水質が

保たれていることが明らかとなった。また，両調査地点

でコブニンギョウトビケラ Larcasia akagiaeが採集さ

れ，St.1では，ヒメノギカワゲラ Microperla brevicauda，

ゲンジボタル Luciola cruciataなども採集されたこと

から，これら比較的珍しい種の生息地という観点からも

引き続き良好な河川環境が保たれることが期待される。 
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付表 鴨川上流における各調査地点で採集された水生生物の分類群と個体数*1 

夏 秋 冬 春 秋 冬 春
カゲロウ⽬ Ephemeropt era
 トビイロカゲロウ科 Lept ophl ebi i dae
  ヒメトビイロカゲロウ Chor ot erpes al t i ocul us 1
  ヒメトビイロカゲロウ属の1種 Chor ot erpes sp.
  トビイロカゲロウ属の1種 Paral ept ophl ebi a sp. 4 2 5 10 7
  トビイロカゲロウ科の1種 Lept ophl ebi i dae sp. 1 5 99 3 44 76
 モンカゲロウ科 Ephemer i dae
  フタスジモンカゲロウ Ephemer a j aponi ca 3 2 1 3 1 1 1
  モンカゲロウ Ephemera st r i gat a 17 41 20 1 15 2 2
  モンカゲロウ属の1種 Ephemera sp. 4 6
 ヒメシロカゲロウ科 Caeni dae
  ヒメシロカゲロウ属の1種 Caeni s sp. 6
 マダラカゲロウ科 Ephemerel l i dae
  オオクママダラカゲロウ Ci nct i cost el l a el ongat ul a 72 12 37
  クロマダラカゲロウ Ci nct i cost el l a ni gr a 10 35 1 13
  トウヨウマダラカゲロウ属の1種 Ci nct i cost el l a sp. 48 129 1 57 38
  オオマダラカゲロウ Dr unel l a basal i s 234 296 174 195
  ヨシノマダラカゲロウ Drunel l a i shi yamana 130 11 339 8 469
  コウノマダラカゲロウ Drunel l a kohnoi 6 3
  フタマタマダラカゲロウ Dr unel l a sachal i nensi s 4 3
  ミツトゲマダラカゲロウ Dr unel l a t r i spi na 6 9 22 22
  トゲマダラカゲロウ属の1種 Dr unel l a sp. 7 13 150 39 21 86
  ホソバマダラカゲロウ Ephemer al l a at agosana 10 27 2 23 9
  ツノマダラカゲロウ Ephemeral l a cornut a 2
  マダラカゲロウ属の1種 Ephemeral l a sp. 12 1 1 1
  アカマダラカゲロウ Tel oganopsi s punct i set ae 6 1 38 43 3 14 11
  エラブタマダラカゲロウ Tor l eya j aponi ca 2 1 1 1 1 1
  マダラカゲロウ科の1種 Ephemerel l i dae sp. 8 113 32 71 119 80 125
 ヒメフタオカゲロウ科 Amel et i dae
  ヒメフタオカゲロウ属の1種 Amel et us sp. 1 2 58
 コカゲロウ科 Baet i dae
  ミジカオフタバコカゲロウ Acent rel l a si bi r i ca 1 19
  フタバコカゲロウ Baet i el l a j aponi ca 1 26 6 2 42 12
  フタオコカゲロウ Baet i s bi caudat us 1
  シロハラコカゲロウ Baet i s t hermi cus 127 885 53 14 216 21
  コカゲロウ属の1種 Baet i s sp. 3 2 15 49 4 27
  コカゲロウ科の1種 Baet i dae sp. 4 22 51 22 14 18 45
 フタオカゲロウ科 Si phl onur i dae
  フタオカゲロウ属の1種 Si phl onur us  sp. 1
 チラカゲロウ科 I sonychi i dae
  チラカゲロウ I sonychi a j aponi ca 10 26 119 23 6 3 3
 ヒラタカゲロウ科 Hept ageni i dae
  ミヤマタニガワカゲロウ属の1種 Ci nygma sp. 148 50 23 61
  オニヒメタニガワカゲロウ Ecdyonurus baj kovae 3 248 228 51 10
  キブネタニガワカゲロウ Ecdyonur us ki bunensi s 11 8 30 8 29
  ミドリタニガワカゲロウ Ecdyonur us vi r i di s 8 2 1 2
  シロタニガワカゲロウ Ecdyonurus yoshi dae 3 11 18 2
  タニガワカゲロウ属の1種 Ecdyonurus sp. 48 9 5 40 5 18
  ウエノヒラタカゲロウ Epeorus cur vat ul us 3 1 1
  ナミヒラタカゲロウ Epeorus i kanonsi s 1 138 130
  ユミモンヒラタカゲロウ Epeor us ni pponi cus 1
  ヒラタカゲロウ属の1種 Epeorus sp. 15 7 75 190 11 12 61
  ヒメヒラタカゲロウ Rhi t hr ogena j aponi ca 2
  サツキヒメヒラタカゲロウ Rhi t hrogena t et rapunct i gera 1 30 5
  ヒメヒラタカゲロウ属の1種 Rhi t hrogena sp. 6 27 2
  クロタニガワカゲロウ Thamnodont us t obi i roni s 1 1
  ヒラタカゲロウ科の1種 Hept ageni i dae sp. 32 23 68 121 26 41 68
  カゲロウ⽬の1種 Ephemer opt era sp. 1 8 2 3 4 3
トンボ⽬ Odonat a
 サナエトンボ科 Gomphi dae
  ダビドサナエ属の1種 Davi di us sp. 1 1
  サナエトンボ科の1種 Gomphi dae sp. 4 1 1 3 7
カワゲラ⽬ Pl ecopt era
 ヒロムネカワゲラ科 Pel t oper l i dae
  ヒメノギカワゲラ Mi cr oper l a brevi cauda 1
 アミメカワゲラ科 Per l odi dae
  ヒメカワゲラ属の1種 St avsol us sp. 6 8
  アミメカワゲラ科の1種 Per l odi dae sp. 13 31 28 28 28 23
 カワゲラ科 Per l i dae
  エダオカワゲラ属の1種 Car oper l a  sp. 1 2 2 7 5
  カミムラカワゲラ属の1種 Kami mur i a sp. 22 3 6 1 19 11 1
  ナガカワゲラ属の1種 Ki ot i na sp. 1
  フタツメカワゲラ属の1種 Neoper l a sp. 36 1 1 45 2
  オオヤマカワゲラ属の1種 Oyami a sp. 5 1 4 1 5 14 15
  クラカケカワゲラ属の1種 Paragnet i na sp. 1
  カワゲラ科の1種 Per l i dae sp. 6 1 1 1 11 1
 ミドリカワゲラ科 Chl oroper l i dae
  ミドリカワゲラ科の1種 Chl oroper l i dae sp. 1 13 5 51
 シタカワゲラ科 Taeni opt erygi dae
  シタカワゲラ科の1種 Taeni opt erygi dae sp. 5 26
 オナシカワゲラ科 Nemour i dae
  フサオナシカワゲラ属の1種 Amphi menura sp. 63 4 78
  オナシカワゲラ科の1種 Nemour i dae sp. 3
 クロカワゲラ科 Capni i dae
  クロカワゲラ科の1種 Capni i dae sp. 7 1 157
  カワゲラ⽬の1種 Pl ecopt era sp. 5 6 6 1
カメムシ⽬ Hemi pt er a
 ナベブタムシ科 Aphel ochei r i dae
  ナベブタムシ Aphel ochei rus vi t t at us 1
ヘビトンボ⽬ Megal opt era
 ヘビトンボ科 Corydal i dae
  ヘビトンボ Prot ohermes gr andi s 3 5 1 1 3 4

種名 St . 1 St . 2
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付表 続き 

夏 秋 冬 春 秋 冬 春
トビケラ⽬ Tr i copt era
 ナガレトビケラ科 Rhyacophi l i dae
  ヒロアタマナガレトビケラ Rhyacophi l a br evi cephal a 3 1 4 11
  カワムラナガレトビケラ Rhyacophi l a kawamur ae 1 3 15 1 18 1
  キソナガレトビケラ Rhyacophi l a ki soensi s 2 2
  ムナグロナガレトビケラ Rhyacophi l a ni gr ocephal a 13 12 17
  トランスクィラナガレトビケラ Rhyacophi l a t ransqui l l a 15 61 43 61
  Rhyacophi l a sp. RM 1
  Rhyacophi l a Acr opedes group 1
  ナガレトビケラ属の1種 Rhyacophi l a  sp. 3 1 2 2 15 4 5
  ナガレトビケラ科の1種 Rhyacophi l i dae sp. 1
 カワリナガレトビケラ科 Hydrobi osi dae
  ツメナガナガレトビケラ Apsi l ochor ema sut shanum 2 20 1 1
 ヒメトビケラ科 Hydropt i l i dae
  ヒメトビケラ属の1種 Hydr opt i l a sp. 1 1
 ヤマトビケラ科 Gl ossosomat i dae
  ヤマトビケラ属の1種 Gl ossosoma sp. 41 14 97 70 21 32 50
 ヒゲナガカワトビケラ科 St enopsychi dae
  ヒゲナガカワトビケラ St enopsyche mar mor at a 14 79 130 91 49 9 10
  ヒゲナガカワトビケラ属の1種 St enopsyche sp. 4
 カワトビケラ科 Phi l opot ami dae
  タニガワトビケラ属 Dol ophi l odes sp.
  Dol ophi l odes  sp.  DC 1
  カワトビケラ科の1種 Phi l opot ami dae sp. 1
 シマトビケラ科 Hydropsychi dae
  コガタシマトビケラ属の1種 Cheumat opsyche sp. 1 1 11 7 1 2 8
  ミヤマシマトビケラ属の1種 Di pl ect rona sp. 2 2
  シマトビケラ属の1種 Hydr opsyche sp. 10 9 28 14 30 9 11
  シマトビケラ科の1種 Hydr opsychi dae sp. 5
 カクスイトビケラ科 Brachycent r i dae
  マルツツトビケラ Mi cr asema quadr i l oba 2
  ウエノマルツツトビケラ Mi cr asema uenoi 4
  マルツツトビケラ属の1種 Mi crasema sp. 1
 キタガミトビケラ科 Li nmnocent ropodi dae
  キタガミトビケラ Li mnocent r opus Ul mer 1
 カクツツトビケラ科 Lepi dost omat i dae
  カクツツトビケラ属の1種 Lepi dost oma sp. 13 4 52 6 21 10 2
 コエグリトビケラ科 Apat ani i dae
  コエグリトビケラ科の1種 Apat ani i dae sp. 3
 クロツツトビケラ科 Uenoi dae
  コイズミエグリトビケラ Neophyl ax koi zumi i 8
 ニンギョウトビケラ科 Goer i dae
  ニンギョウトビケラ Goera j aponi ca 15 7 5 14 4 3
  コブニンギョウトビケラ Larcasi a akagi ae 5 3
 ヒゲナガトビケラ科 Lept ocer i dae
  タテヒゲナガトビケラ属の1種 Ceracl ea sp. 4 1 4
  クサツミトビケラ属の1種 Oecet i s  sp. 1
  ヒゲナガトビケラ科の1種 Lept ocer i dae sp. 3 3 1
 トビケラ⽬の1種 Tr i copt era sp. 8 13 1 3 12 1 4
ハチ⽬ Hymenopt era
 ヒメバチ科 I chneumoni dae
  ミズバチ Agr i ot ypus graci l i s 2
コウチュウ⽬ Col eopt er a
 ヒラタドロムシ科 Psepheni dae
  チビヒゲナガハナノミ属の1種 Ect opr i a sp. 1
  マルヒラタドロムシ属の1種 Eubr i anax  sp. 1 3 18 2 7 6 1
  ヒラタドロムシ科の1種 Psepheni dae sp. 1
 ヒメドロムシ科 El mi dae
  ヒメドロムシ族の1種  El mi nt hi ni  sp. ＊2 3 1 1
  ツヤドロムシ族の1種  Macronychi ni  sp. ＊2 6 1 1 1
  ヒメドロムシ科の1種 El mi dae sp. 4 28 164 3 2 74
 ホタル科 Lampyr i dae
  ゲンジボタル Luci ol a cruci at a 1 1
ハエ⽬ Di pet era
 ガガンボ科 Ti pul i dae
  ガガンボ亜科の1種  Ti pul i nae sp. 16 11 24 7 14 22 2
  ヒメガガンボ亜科の1種  Li moni i nae sp. 10 1 25 15 7 11 23
 アミカ科 Bl epharocer i dae
  トクナガヤマトアミカ Agat hon bi l obat oi des 3 1
 ブユ科 Si mul i i dae
  アシマダラブユ属の1種 Si mi l i um sp. 1 3 4 5 52 23
 ユスリカ科 Chi ronomi dae
  ユスリカ科の1種 Chi ronomi dae sp. ＊3 13 4 42 27 126 7 68
 アブ科 Tabani dae
  アブ科の1種 Tabani dae sp. 4 5 11 14 43 4 18
 ナガレアブ科 At her i ci dae
  ナガレアブ科の1種 At her i ci dae sp. 3
ウズムシ⽬ Tr i cl adi da
 サンカクアタマウズムシ科 Dugesi i dae
  ナミウズムシ属の1種 Dugesi a sp. 9 11 39 11 8 10 48
ニナ⽬ Mesogast r opoda
 カワニナ科 Pl eurocer i dae
  カワニナ科の1種 Pl eur ocer i dae sp. 1 7 4 1 1
ミミズ綱 Ol i gochaet a＊4

  ミミズ綱の1種 Ol i gochaet a sp. ＊4 6 11 1 2
ヒル綱 Hi r udi nae
  ヒル綱の1種 Hi r udi nae sp. 1 1
エビ⽬ Decapoda
 サワガニ科 Pot ami dae
  サワガニ Geot hel phusa dehaan 28 1 6 2 2 1 1
個体数 592 953 3273 2131 1144 1765 1672
＊1 調査者2名の合計
＊2 成⾍
＊3 腹鰓を有していない
＊4 エラミミズでない

種名 St . 1 St . 2
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＊Practice of a Training Program of a Fire Department Chemical Emergency Rescue Party in Local Environment 

Laboratory 
＊＊Yuko FURUICHI, Keiko MASUMOTO（大阪市立環境科学研究センター）Osaka City Research Center of Environmental 

Science 
＊＊＊Shinya TANAKA（大阪市消防局警防部警防課）Osaka Municipal Fire Department 

＜報 文＞ 

 

地方環境研究所における 
消防局化学災害救助隊の研修プログラムの実践* 

 

 

古市裕子**・田中真也***・桝元慶子** 

 

キーワード ①化学災害救助隊 ②検知活動 ③資器材  

 

要   旨 

 大阪市立環境科学研究所（現大阪市立環境科学研究センター）では平成21年より大阪市消防局化学災害救助隊（CR）の

検知訓練協力を行っている。これは環境科学研究所が事前に準備した化学物質(液体・気体)について,CRが保有資器材を

用いて検知・分析活動を行い，その結果や過程について研究員が解説を行うというものである。このような訓練を消防局

内で行うことは化学物質の準備等の関係で制約があり難しいが，その内容がCRの技術向上に役立てることから，本訓練に

毎年約50名の隊員が参加している。訓練当初は検知・分析訓練のみの研修であったが,平成26年度からは包括的な基礎化

学の知識習得を目的とした,座学研修を追加して別日に行うことになった。そこで,消防局担当者と協力してより実際の検

知活動に生かせる内容となるよう,座学研修と検知訓練を効果的に組み合わせた研修プログラムの充実を図った。本報で

はその内容について紹介する。 

 

 

 

1．はじめに 

大阪市消防局は東京消防庁に次ぐ規模を誇る消防局で

あり，大都市における災害の複雑化，多様化のために特

有の特殊災害の出動も多い。東京都および政令指定都市

では特別高度救助隊の設置義務があり，大阪市では平成8

年にBR（Big Urban Rescue）：特別救助隊（都市災害），

平成9年に危険物，毒劇物，高圧ガスなどの災害に対応す

るためのCR（Chemical Rescue）：特別救助隊（化学災害），

平成10年に高層建築物や船舶等の災害に対応するための

AR（Air Rescue）：特別救助隊（航空）を配置した。 

平成17年には，「NBC災害消防活動要領1)」を定め，活

動要領向上に努めてきた。NBC災害とは核（Nuclear），

生物（Biological），化学物質（Chemical）による特殊

災害のことである。特殊災害（BC災害）の際に先遣隊と

して出動する化学災害救助隊（以下CR）の検知活動につ

いては，検知資器材の使い方を熟知するだけでなく，化

学の基礎知識を踏まえた上での検知活動戦略を練る必要

がある。このCRの検知結果の報告を受け，全隊の指揮を

とる大隊長が活動方針を決定することになる。そして，

この活動方針にしたがい，特別高度救助隊は救助活動（人

命救助の指揮，除染活動の指揮など）を行う。したがっ

て，CRの検知活動は迅速かつ正確である必要がある。大

阪市消防局の特別救助隊員は，通常は各消防署において

通常の消防業務に携わっているが，特殊災害発生時に編

成され出動しており，現在大阪市にCRは4隊ある。人事異

動があることから，CRの技術力の維持向上および知見の

承継は非常に重要である。また，2020年の東京オリンピ

ック・パラリンピック開催に向け，平成28年には消防庁

において「消防機関におけるNBC等大規模テロ災害時にお

ける 対応能力の高度化に関する検討会」が立ち上げられ

ており，NBC災害等テロ災害時における消防機関の対応能

力のさらなる向上が求められている2)。 

これまでも消防局では様々な研修や訓練がなされてお

り，CRは各種資器材の取り扱いについて熟知している。

しかしながら，CRの出動案件は工場や車両等からの化学

物質の漏えい，化学物質を用いた自損事故など多岐に渡

ることから，基礎化学の知識の裏付けなしで検知の手順

を進めると，想定外の状況が発生した際の対応を誤った

り，被害が拡大するなどの事態になりかねない。そこで，

今回基礎化学と高度な検知要領の架け橋となるような研
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修を大阪市立環境科学研究所（現大阪市立環境科学研究

センター 以下環科研）と大阪市消防局警防部警防課（以

下消防局）で協力して開発したので，報告する。 

 

2．BC災害消防活動について 

研修プログラムを作成するにあたり，消防局のBC災害

消防活動要領を考慮する必要がある。BC災害時の消防活

動の原則は，(1)活動隊員の安全管理(2)被害の拡大防止

(3)原因物質の早期特定（簡易検知）と危険性の把握(4)

要救助者の救助(5)多数の被災者に対する適切な処置(6)

適切な除染(7)関係機関との連携である。隊員は必要な防

護服，資器材等を積載し，風向等の気象状況を把握し，

発生場所の風上側に部署できるように出場する。現場到

着までに得られた情報および現場で収集した情報を逐次

指令情報センターに報告し，後続部隊への伝達，適切な

警戒区域の設定を行う。 

活動隊員の防護レベルはレベルAからレベルDまであり，

災害の規模，被害の重大性，原因物質の毒性などを考慮

して選択される。その内容は表１のとおりである。特に

レベルAの陽圧式化学防護服を着装時は，空気呼吸器を使

用するため活動時間に制限がある上に，手指の細かな作

業が困難になることから，検知活動要領を考える上で配

慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRが所有する検知資器材は大きく分けてB災害資器材

とC災害資器材がある。B災害資器材は生物剤検知器が主

力であり，特定病原菌の抗体反応を利用したもの，

Real-time PCRを利用したものなどがある。また，タンパ

ク質を検知する簡易な検知キットは携行性に優れており，

有効である。C災害資器材は気体を測定するものが主要と

なり，可燃性ガス・硫化水素等の有毒ガスを検知する携

行型マルチガス測定器，携行型化学剤検知器，可搬型

FT-IR (赤外分光装置)，可搬型GC-MS (ガスクロマトグラ

フ-質量分析装置)，各種検知管などがある。検知活動で

はこれらの資器材を組み合わせて，原因物質の早期特定

を目的とする。 

 

3.化学災害救助隊研修（検知訓練） 

環科研では平成21年度より，化学災害救助隊研修訓練

として化学剤検知訓練の研修協力をしてきた。これは，

環科研が数種類の化学物質を未知の検知対象物質として

用意し，各CRがこれを検知・評価し，その内容を環境科

学研究所研究員と協議する訓練である。検知訓練では救

助隊服装（ゴーグル・感染防止手袋・感染防止衣上下着

装）であるが，実際現場を想定し，化学防護服を着装し

て可能な活動時間の制約を基にして，１回の検知活動訓

練の時間制限を20分間と設定した。その結果，多くの有

機化合物については可搬型FT-IRもしくは可搬型GC-MSで

同定することができた。しかし，実際の災害現場では，

分析対象物が混合物である場合，少量しか採取できない

場合，想定していない無機化合物の場合などの可能性が

あるため，より実災害に有効な訓練内容を検討すること

とした。 

 

3.1 研修の目的 

研修の目的はBC災害のうち主にC災害の活動に対応す

るため，行動要領の徹底を図り，化学物質に対する基本

的な知識の習得及び保有資器材の取り扱いの習熟である。 

到達目標として，BC災害対応時の活動要領を理解実践

できること，特殊災害時の対処方法を理解すること，保

有資器材を的確に取扱い，検知・分析が行えること，と

している。研修の中で環科研は，実災害に役立つ化学知

識の教授，知識の定着を目的とした化学物質の提供，適

切な研修環境の提供，検知・分析の助言等を行っている。 

 

3.2 受講対象者 

対象は特別救助隊員である。本部特別高度救助隊隊員

もオブザーバーとして参加している。  

 

3.3 研修スケジュール 

毎年12月に基礎化学の講義 (2時間)，3か月後の2月に

検知・分析訓練 (2時間) を行っている。特別救助隊員は

4隊あり，24時間交代勤務であるため，各研修は4回に分

けて行っている (合計約50名程度受講)。 

 

3.4 研修の評価 

研修終了後，消防局所定の訓練実施結果報告及び研修

受講後アンケートを提出してもらい，評価材料とした。 

なお，各所属救助隊員で休務者に対して，受講後研修

の実施を救助隊長に義務付けている。 

 

 4．研修プログラムの開発 

 4.1 基礎化学の理解（基礎化学講座） 

研修プログラムは，大阪市消防局警防部警防課本部特

別高度救助隊担当者と協力して設計した。事前に参考意

表1 BC災害防護レベルの例 

防護レベル 防護措置 

レベル A 陽圧式化学防護服（空気呼吸器使用） 

レベル B 
非陽圧式化学防護服 

（空気呼吸器又は酸素呼吸器使用） 

レベル C 軽量型防護服（防毒マスクを使用） 

レベル D 防火衣，活動服等の通常の服装 
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見として，各CRからも質問事項を募った。その結果，初

年度の基礎化学講座は「化学式を用いた有毒ガス発生の

基本原理を学び,大阪市内の事業所等で発生し得る化学

災害とその危険性及び対処方法等について」をテーマと

した(表2)。④については一般化学について紹介したもの

であり，初年度に緩衝液を取り上げたのは，過去の検知

・分析訓練で，固体化学物質の検知の際に初動として緩

衝液にまず溶解させること，としていた隊があったため

である。 

表2 初年度の基礎化学講座 

① 大阪市域における化学物質の用途と排出量，製造業

の分布 
② 最近の化学災害例 
③ 保有する資器材の特徴と試薬の性状 
④ 化学の基礎（緩衝液の役割） 

 

研修当日は，消防隊員にとっての大きな関心事である

災害時の除去剤の選択などの質問もあり，一般家庭・事

業所で有害ガスの発生しうる可能性のあるものやその対

処方法，災害が発生した隊の初動活動及び検知活動の要

領や注意点など，研究員の知識と隊員の経験を交えた活

発な議論が行われた。 

 

4.2 基礎化学講座で得た知識の定着を図る（検知

・分析訓練） 

基礎化学講座後に実施した検知訓練では，基礎化学講

座の内容と関連付けた化学物質を検知対象物質として用

意した。 

まず，基礎化学講座①より，大阪市内での排出量が多

い有機溶剤とこれらを混合したもの，②より大規模災害

につながる恐れのある反応性の高い化学物質，そして，

研修後の要望であった，一般家庭で入手でき，混合する

とガスを発生する恐れのある製品を用意した。 

検知訓練の結果，用意した化学物質（単品）について

はすべて検知できた。しかし，混合物の試料では，全て

を検出することは難しかった。例えば，FT-IRで測定した

ところ，それぞれの物質がライブラリー検索結果に挙が

ったが，ヒットスコアの高い方の物質のみを選択してし

まった例や，それぞれの官能基を寄せ集めてしまった化

学物質を検知結果とした例があった。また，市販の製品

については多くの化学物質が混合されていることから，

さらに検知が難しかった。 

 

5．研修プログラムの改良 

5.1 実例に活かせる基礎化学（基礎化学講座） 

受講者は異動して1年未満の隊員から10年以上の隊員

まで幅広く，化学知識に関しても毒劇物や危険物取扱の

資格をもつ隊員も多い。そこで，保有資器材の原理・取

り扱いについての講義と前年度の検知・分析訓練の解説

を標準のプログラムとして固定化した。その上で事前の

消防局からの質疑・要望のあったテーマ，他の自治体で

問題になった事例，検知要領の応用事例などを追加する

ことで，研修内容を毎年充実化していくこととした。 

平成27年度の研修では，「物質の状態別における検知

要領，サンプリングに必要な知識及び化学災害対応に必

要な化学知識等について」をテーマとした。研修中の主

な質疑では，データから不明物質を特定する手順，分析

エラーの原因と対策などであった。③の臭気と毒性につ

いては，臭気しきい値が高く臭気を感じなくても，毒性

の高い化学物質がある例を紹介した。 

 

表3 2年度の基礎化学講座 

① 昨年度の検知・分析訓練の振り返り 
② 保有する資器材の特徴 
③ 化学物質の特性（臭気と毒性） 
④ 試料の採取方法 
⑤ 吸着の化学 

 

 

5.2 より実災害に近づけた検知内容（検知・分析

訓練） 

平成27年度の検知・分析訓練ではさらに難易度を上げ，

2種類の有機溶剤を混合したもの，サンプリングバッグに

充てんしたガス状物質，実際に大阪市内でCRが出場した

事案の対象物質，について検知訓練を行った。中でも，

実際に出動した事案については，「想定訓練」として現

場の付加状況を付与した。特にこの想定訓練では初期情

報から考察した検知活動を実施し，指揮本部への報告内

容の精査までを訓練内容としたため，実災害対応に直結

した訓練であると，CR隊員に好評であった。 

一方，検知訓練自体の難易度が上がり，CR保有資器材

では検知が難しいものが多かったため，正解率がこれま

での研修より低下した。ガス状物質の検知については，

図1 基礎化学講座研修風景 
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これまで検知に必要なガスの量をということを意識して

いなかったため，どの隊にも大きな発見として受け止め

られた。 

 

6．研修プログラムの工夫（基礎化学講座，検知・

分析訓練） 

研修プログラムの開発を始めて2年目になり，特に力を

入れたのは，検知要領の考え方と昨年度の検知訓練の振

り返りである。検知要領については，CR各隊で様々な訓

練が行われており，各隊でさまざまな知見の積み重ねが

あった。この知見を全ての隊で共有化し，検知要領とす

ることで検知レベルの向上を図った。また，どの順序で

資器材を使用するか，ということの意味づけを提起した。

例えば，CRの化学防護服は耐火仕様になっていないため，

引火・爆発の可能性がないか，ガスモニターによる確認

する作業を徹底する，特に生命の危険性の高い化学剤に

ついては優先的に検討する，検知に必要な時間，化学物

質の危険性などを考慮して検知の優先順位をつけるなど

である。中でも強調したのは，現場情報の重要性である。

本研修はCRの検知訓練の研修協力が始まりであったため，

どうしても検知対象物と資器材だけの関係で考えてしま

いがちであるが，現場へ到着するまでに得られる情報，

現場についてからの関係者からの聞き取りなどは，その

あとの検知活動に非常に重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3年次（平成28年度）の基礎化学講座研修では，「検知

要領の組み立て方，資器材の活用方法（特に検知管）」

をテーマとし，①昨年度の検知訓練の振りかえりと検知

の際の工夫，②資器材の物理化学的な原理と仕様，③化

学剤の検知，④化学物質の危険性，毒性の評価について

行った。

 

図2 検知・分析訓練風景 

図3 研修（基礎化学講座）後のアンケート結果 
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昨年度の検知訓練の振りかえりでは，使用する資器材

によって食い違う測定結果が出たときにどう考えるか，

検出原理によって異なる測定結果が出る例などについて

解説した。資器材の活用方法については，CRが装備して

いる検知管（ドレーゲル社製）に着目して講義した。ガ

スモニターやFT-IRなどは使用方法を熟知していればど

の隊員も同様に使用できるが，検知管については，個々

の測定対象物質に合わせて各種検知管を選択する必要が

あるため，一定の検知要領を考慮しなければならない。

一方，電源のない現場でも使用でき，資器材のトラブル

が起こりにくいことから，検知管を有効活用できれば実

際の災害現場で強力な資器材の一つであるといえる。そ

こで，主な検知管の検知原理や検知濃度レベル等を解説

し，必要な吸引回数や時間のイメージをもち，どの順序

で検知することが効率的かを提案した。また，実際の検

知訓練が行えない化学剤についての知見については文献

を紹介した2), 3)。 

表4 3年次（平成28年度）の基礎化学講座 

① 昨年度の検知訓練の振りかえりと検知の際の工夫 
② 資器材の物理化学的な原理と仕様 
③ 化学剤の検知 
④ 化学物質の危険性，毒性の評価 

平成27年と平成28年の研修後の消防隊員のアンケート

を比較すると，講義の仕方，講義内容，時間配分等の満

足度が上昇した。中でも，「消防職員として知識やスキ

ルの向上に役立つ科目内容であった」の「大いにあては

まる」が88%から100%になった。 

個々の感想では，「検知管を用いた検知訓練を自署に

おいて重ね，隊員の研究心と理解力が高まり，技術知識

の向上，習熟を図れた。」「資器材の管理方法，積載方

法について考え直す良いきっかけとなった。」などの意

見があった。 

検知・分析訓練では，今まで試験管で供していた化学

物質をシャーレからの採取とし，各隊所有の器材を使っ

て，化学物質への接近の仕方，採取容器の選択，採取方

法からの訓練としたため，より実災害に近い内容となっ

た。 

用意した化学物質は，有機溶剤と水を混合したもの（濃

度10～30%の水溶液），固体の化学物質の水溶液（濃度約

1％）などとした。この水溶液については過去に臭気の苦

情相談が過去にあった物質である。また，昨年度に引き

続き，サンプリングバッグに充てんしたガス状物質を用

意した。 

各隊とも，目視（色，粘性等），ｐH試験，ガスモニタ

図4 研修（検知・分析訓練）後のアンケート結果 
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ーによる検知，各種資器材を用いた検知の流れで訓練を

実施した。検知対象物質を水溶液としたことで揮発性が

低下し，ガスモニター，ガスID等の検知が困難となり，

サンプリングの工夫が必要な検知環境となった。そのた

め，同じ資器材を用いても，検知結果が異なる例があり，

なぜこのような違いがおこったのかという考察ができた。

訓練では他の隊での様子も確認し，検知手順を選択した

理由，手順途中の考え方などを隊員間で議論する時間を

とった。特に試料の採取方法は隊によって様々であり，

互いの工夫点を話し合うことで新たな気づきがあり，有

益であった。 

研修後のアンケートでは，時間配分についての満足度

が他の項目と比較して低かった。検知解析訓練では，1

つの未知物質について20分間の検知活動を行い，その後5

分間の各隊結果発表，5～10分間の講師解説を行う。その

ため，1回の検知訓練ごとに約30～35分間を要し，3回の

訓練（未知物質3種類の検知解析）に，演示実験1回（約

10分間）を追加して行なうと，120分間の訓練時間では余

裕がないのが実情である。可能であれば，他の隊の検知

活動の様子を見学しあえるような時間をとりたいが，限

られた研修の機会であるので，検知物質の種類数につい

ては維持したい思いもあり，今後さらなる工夫が必要と

考える。 

検知・分析訓練を始めた当初は，所有の資器材を順々

に使って分析をしていく流れであったが，訓練を重ねて

いくと検知結果から次の資器材を適切に選択し，絞り込

んでいくプロセスが実感できた，という感想があった。

また，検知・分析用を作成，活用することで，検知活動

の時間の短縮化やデータ整理の効率化を工夫している隊

もあり，研修を重ねる毎にCRの検知技術の向上を実感し

た。 

そもそも，災害現場において，CRによる検知活動は，

①危険物質による汚染の有無を把握，②汚染の拡大を防

ぎ，二次災害を防止するためのゾーニング（コールドゾ

ーン，ウォームゾーン，ホットゾーン），③各ゾーンに

おける必要な防護措置の決定，④負傷者への適切な処置，

および医療機関への検知情報の提供，⑤現場の除染活動 

等に活用される。検知活動により化学物質が特定できれ

ば，その後の指揮本部の活動方針の決定に適切な進言が

できる。 

したがって，検知・分析訓練では単に化学物質名を「当

てる」ということが目的なのではなく，未知物質の危険

性（爆発の可能性，引火性，有毒性，反応性など）を迅

速に指揮本部に進言することを第一目標とした。 

例えば，その化学物質がトルエンなのか，キシレンな

のか，などを確定するために，さまざまな資器材で繰り

返し測定することは本訓練では有効な検知活動とはいえ

ない。むしろ，「未知物質は第四類引火性液体と考えら

れることから，警戒区域を設定する。防護レベルはDとし，

呼吸器着装のこと。蒸気密度は空気より大きいため，上

方への避難が望ましい。」といった報告を迅速に指揮本

部に挙げることができたなら，CRとしての検知活動目的

は達成したといえる。また，CRの活動は資器材を使って

の検知活動から始まるのではなく，現場へ到着するまで

の情報，被害状況，周辺の環境，近隣住民からの聞き取

り，現場での残留物など様々な情報を収集することも重

要である。このように，事前に消防局担当者と意見交換

し，その内容を研修に反映させることでより実務的な研

修となるよう改良している。 

消防局の研修に地方環境研究所がどのように関わって

いくのか，どんな研修が求められているのか，消防局担

当者とアイデアを出しながらプログラムを開発した。プ

ログラムを実際に行ってみると，CR隊員からは予想を大

きく超える反響があり，さらによい研修にしようという

励みになっている。 

地方環境研究所にとって，災害現場における化学物質

汚染や健康リスクの拡大防止を図っていくうえで，最前

線での状況や対応策を，日頃より情報共有することは有

意義であると考える。 

今後，他の自治体での消防局研修の参考になれば幸い

である。 
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広島市における大気中の揮発性有機化合物（VOCs） 
濃度について* 

 

加藤寛子**・神田康弘***・細末次郎**・下田喜則**・坂本哲夫** 

 

キーワード ①揮発性有機化合物 ②昼夜別調査 ③PM2.5 

 

要   旨 

 大気環境中のVOCs濃度をより詳細に把握するため，平成26～27年度に，昼間と夜間に区切った昼夜別調査を実施した。

固定発生源の影響があるVOCsは，昼間濃度が高く，夜間濃度が低い傾向が見られ，昼間/夜間比は1.6以上となった。特定

の期間に濃度が上昇したVOCsについては，PM2.5及びNO2濃度との関連性や後方流跡線解析の結果から，それらのVOCsの由

来を推測することができた。また，有害モニタリングで，PM2.5と共にVOCsが高濃度となった事例についても紹介する。 

 

 

 

1．はじめに 

揮発性有機化合物（以下「VOCs」という。）は，揮発

性を有し，大気中で気体状となる有機化合物の総称であ

る。トルエン，キシレン，酢酸エチルなど多種多様な物

質が含まれ，光化学オキシダントの原因の一つとなって

いる。また，VOCsを含む気体状大気汚染物質は化学反応

により二次生成粒子となり，都心ではPM2.5の発生源の約

50％を占めているが，生成過程や動態は不明点も多い1）。 

広島市では，有害大気汚染物質モニタリング調査(以下

「有害モニタリング」という。)の一環として，市内5地

点でVOCsの調査を行っており，通常24時間連続でサンプ

リングを実施している。 

大気環境中のVOCs濃度をより詳細に把握するため，平

成26～27年度に，昼間と夜間に区切った昼夜別調査を実

施した。 

この結果，有害モニタリングでは把握することが困難

な，VOCsの濃度変動を確認することができた。この変動

の要因を検討するため，大気汚染常時監視測定局（以下

「大気測定局」という。）の測定値との比較，後方流跡

線解析を行った。また，有害モニタリングにおいて，PM2.5

とVOCsが高濃度となった事例について報告する。 

 

2．調査方法 

2.1 調査地点 

調査は安佐南区役所(広島市安佐南区，一般環境) ，井 

 

 

 

 

口小学校(広島市西区，一般環境) ，比治山測定局 (広島

市南区，沿道) ，楠那中学校(広島市南区，固定発生源周

辺)で実施した。調査地点を図１に示す。 

 

2.2 調査期間 

昼夜別調査については，楠那中学校は平成28年1月18

日(月)～21日(木)，井口小学校は平成27年2月3日(火)～6

日(金)，比治山測定局は平成29年3月27日(月)～30日(木)

に調査を実施した。 

通常の有害モニタリングについては，平成29年9月19

日(火)～20日(水)に調査を実施した。 

 

2.3 測定物質 

クロロメタン，塩化ビニルモノマー，1,3-ブタジエン，

アクリロニトリル，ジクロロメタン，クロロホルム，1,2-

ジクロロエタン，ベンゼン，トリクロロエチレン，トル

エン，テトラクロロエチレン及びキシレンの12物質につ

て測定した。 

 

2.4 測定方法 

有害大気汚染物質測定方法マニュアル2）に従い分析を

行った。昼夜別調査のサンプリング時間は，昼間を9時～

16時，夜間を16時～翌日9時とし，3日間計6回(期間①～

⑥)(昼間3回，夜間3回)連続で実施した。 
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図1 調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 広島市におけるPRTR届出に係る大気への排出量 

 

2.5 後方流跡線解析 

気塊の後方流跡線解析は，National Oceanic and 

Atmospheric Administration(NOAA)のAir Research 

Laboratory(ARL)より提供されているHYSPLIT (HYbrid 

Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) 

モデルを利用した3）。気象データはGDAS を用い，起点高

度は上空1500ｍとし，計算時間は72時間とした。 

 

3．結果及び考察 

3.1 固定発生源周辺におけるVOCs濃度変動 

2016年の広島市におけるPRTRで届出されている事業所

からの大気への排出量を図2に示す。広島市内では，南区

でトルエン，キシレン等のVOCsが多く排出されており，

特に楠那中学校近隣の固定発生源からのトルエン，キシ

レン排出量は，南区の約8割を占める4）。楠那中学校で昼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 大気測定局地点 

 

夜別測定を行い，固定発生源の影響による濃度変動を調

査した。 

調査結果を表1に示す。トルエン，キシレン及びトリク

ロロエチレンは昼間濃度が高く，夜間濃度が低い傾向が

見られ，昼間/夜間比は1.6以上であった（表2）。これら

の物質は図2に示した，南区で多く排出されている物質と

一致しており，昼間濃度が高く，夜間濃度が低いことか

らも，近隣の固定発生源の影響をうけて変動していると

考えられた。 

 

3.2 PM2.5とVOCsの濃度変動の関係 

広島市内には11の測定局があり，そのうち一般局は三

篠小学校，皆実小学校，井口小学校，安佐南区役所，可

部小学校，福木小学校及び伴小学校，自排局は紙屋町，

比治山，庚午及び古市小学校である（図3）。昼夜別調査

時における大気測定局のPM2.5及びNO2濃度を図4に示す。

PM2.5については，期間①～⑥のそれぞれの平均値を算出

した。 

 

3.2.1 井口小学校 

井口小学校での調査時に，大気測定局のPM2.5濃度は期

間⑤から⑥にかけてピークを迎えた。なお調査期間中に

環境基準は超過していない。また，平均値では期間⑤が

最大となった（図5）。VOCsの調査結果を表1に示す。ジ

クロロメタン，トルエン，テトラクロロエチレン及びキ

シレンは昼間濃度が高く，夜間濃度が低い傾向が見られ，

昼間/夜間比は1.6以上であった（表2）。楠那中学校の調

査結果と同様に，これら物質は近隣の固定発生源の影響

を受け変動していると考えられた。 

 調査地点名 住所 地域分類 

① 安佐南区役所 安佐南区 一般環境 

② 井口小学校 西区 一般環境 

③ 比治山測定局 南区 沿道 

④ 楠那中学校 南区 固定発生源周辺 

一般局 

1 三篠小学校  2 皆実小学校 3 井口小学校 

4 安佐南区役所 5 可部小学校 6 福木小学校 

7 伴小学校   

自排局 
8 紙屋町 9 比治山 10 庚午 

11 古市小学校   
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表1 昼夜別調査結果（μg/m3） 

楠那中学校 期間① 期間② 期間③ 期間④ 期間⑤ 期間⑥ 

 1日目昼間 1日目夜間 2日目昼間 2日目夜間 3日目昼間 3日目夜間 

ｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 0.029 0.047 <0.0092 0.052 0.049 0.023 

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 0.037 0.019 0.024 0.037 0.025 0.043 

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 0.029 0.014 0.014 0.010 0.016 0.016 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.61 0.31 0.52 0.42 0.46 0.65 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.14 0.10 0.10 0.098 0.096 0.094 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.17 0.11 0.076 0.074 0.066 0.066 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.1 0.93 0.65 0.88 0.84 1.0 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.48 0.042 0.29 0.073 0.094 0.048 

ﾄﾙｴﾝ 8.2 2.7 5.8 3.8 8.6 6.7 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.029 <0.0089 0.015 0.012 0.017 <0.0089 

ｷｼﾚﾝ 2.6 0.96 2.0 1.7 4.1 2.7 

 
井口小学校 期間① 期間② 期間③ 期間④ 期間⑤ 期間⑥ 

 1日目昼間 1日目夜間 2日目昼間 2日目夜間 3日目昼間 3日目夜間 

ｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.4 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5 

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ <0.0092 <0.0092 <0.0092 0.055 0.055 <0.0095 

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 0.080 0.10 0.10 0.11 0.099 0.084 

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ <0.0087 0.013 0.013 0.075 0.031 0.015 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.5 0.44 1.3 0.59 1.3 0.35 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.092 0.090 0.091 0.12 0.18 0.090 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.080 0.077 0.082 0.13 0.19 0.090 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.0 0.74 0.99 1.2 1.8 0.87 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.0051 <0.0051 <0.0051 0.038 0.21 <0.0051 

ﾄﾙｴﾝ 3.6 2.1 5.1 3.7 6.3 1.8 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.11 0.027 0.19 0.026 0.039 <0.0089 

ｷｼﾚﾝ 1.4 1.0 3.3 2.1 2.2 1.1 

 
比治山測定局 期間① 期間② 期間③ 期間④ 期間⑤ 期間⑥ 

 1日目昼間 1日目夜間 2日目昼間 2日目夜間 3日目昼間 3日目夜間 

ｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.2 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 0.0092 <0.0092 <0.0092 0.011 <0.0092 <0.0092 

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 0.040 0.054 0.052 0.060 0.047 0.091 

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 0.029 0.020 0.057 0.032 0.039 0.038 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.44 0.78 0.71 0.62 0.58 0.92 

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.13 0.20 0.19 0.19 0.17 0.20 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.11 0.15 0.14 0.14 0.17 0.21 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.58 1.0 1.2 1.2 0.88 1.1 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.057 0.018 0.16 0.0070 0.50 0.18 

ﾄﾙｴﾝ 1.4 1.6 3.2 1.7 2.8 4.1 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.0089 0.023 0.019 0.013 0.027 0.055 

ｷｼﾚﾝ 0.79 0.84 2.1 0.79 1.2 2.2 
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表2 昼夜別調査結果 昼間/夜間比 

 楠那中学校 井口小学校 比治山測定局 

 昼間平均 夜間平均 昼間/夜間比 昼間平均 夜間平均 昼間/夜間比 昼間平均 夜間平均 昼間/夜間比

ｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.4 1.4 1.0 1.6 1.5 1.1 1.3 1.5 0.91

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 0.029 0.033 0.87 0.093 0.098 0.95 0.046 0.068 0.68

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 0.020 0.013 1.5 - - - 0.042 0.030 1.4

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.53 0.46 1.2 1.4 0.46 3.0 0.58 0.77 0.75

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.11 0.097 1.2 0.12 0.10 1.2 0.16 0.20 0.83

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.10 0.083 1.3 0.12 0.099 1.2 0.14 0.17 0.84

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.86 0.94 0.92 1.3 0.94 1.4 0.89 1.1 0.81

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.29 0.054 5.3 - - - 0.24 0.068 3.5

ﾄﾙｴﾝ 7.5 4.4 1.7 5.0 2.5 2.0 2.5 2.5 1.0

ｷｼﾚﾝ 2.9 1.8 1.6 2.3 1.4 1.6 1.4 1.3 1.1

※検出下限値未満の値を含む物質は除く 

 

井口小学校昼夜別調査時（PM2.5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比治山測定局昼夜別調査時（PM2.5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比治山測定局昼夜別調査時（NO2） 

 

 

 

 

 

 

図4 大気測定局の測定結果（昼夜別調査時） 

一般局 
自排局 
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図5  VOCs濃度の時間変動(昼夜別調査，井口小学校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 VOCs濃度の時間変動(昼夜別調査，比治山測定局) 

 

クロロホルム，1,2-ジクロロエタン，ベンゼンの濃度

変動を図5に示す。図4のPM2.5と同様に，期間⑤に突出し

たピークがあり，PM2.5との関連性が示唆された。PM2.5

がピークを迎えた期間⑤（2月5日14時）の後方流跡線解 

井口小学校昼夜別調査時（期間⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比治山測定局昼夜別調査時（期間④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 後方流跡線解析結果(昼夜別調査) 

 

析の結果を図6に示す。気塊は中国を通過し，国内に流入

していた。 

クロロホルム，1,2-ジクロロエタンについて，2016年

の広島市におけるPRTRでの大気への届出排出事業所はな

く（図2），特に1,2-ジクロロエタンはほとんどが届出事

業所からの排出とされる4）ことから，市内に発生源はな

いものと考えられる。また, これらのVOCsの大気中での

半減期は7日～数か月と長い5）。このことから，これらの

VOCsは大陸から長距離輸送され国内に流入した，もしく

は市外の発生源から排出され，大陸からの気塊に乗り市

内に流入してきたことが考えられる。 

 

3.2.2 比治山測定局 

昼夜別調査時における大気測定局のPM2.5濃度は期間

④と期間⑥に上昇した。なお調査期間中に環境基準は超
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表3 平成29年9月有害モニタリング測定結果（μg/m3） 

 安佐南区役所 井口小学校 比治山測定局 

 測定値 平均値 最大値 測定値 平均値 最大値 測定値 平均値 最大値 

ｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.6  1.5 2.0 1.6 1.5 2.1 1.5  1.5 2.1

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ 0.92  0.025 0.27 1.2 0.028 0.29 0.69  0.024 0.18

1,3-ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 0.12  0.084 0.21 0.14 0.075 0.22 0.10  0.13 0.32

ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ 0.11  0.033 0.095 0.24 0.048 0.14 0.12  0.038 0.091

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1.6  0.74 1.4 1.5 0.75 1.6 1.4  0.76 1.5

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.89  0.17 0.40 0.77 0.20 0.47 0.80  0.19 0.43

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.79  0.16 0.57 0.83 0.16 0.70 0.65  0.17 0.58

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1.5  0.93 1.9 1.3 0.89 2.2 1.4  1.1 2.2

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.066  0.041 0.15 0.031 0.032 0.12 0.22  0.15 0.42

ﾄﾙｴﾝ 4.2  3.7 8.4 3.5 4.5 15 3.5  4.4 12

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.073  0.058 0.20 0.054 0.052 0.20 0.062  0.044 0.15

ｷｼﾚﾝ 1.6  1.7 4.2 1.4 1.8 4.4 1.4  2.2 5.9

※平均値，最大値は平成25年～28年度の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 大気測定局の測定結果（PM2.5）（9月有害モニタリ

ング時） 

 

過していない。また，NO2については，周期的な日内変動

に加え，期間⑥に濃度の上昇が見られた。平均濃度が高

い自排局より，平均濃度が低い一般局の方が上昇は顕著

であった（図4）。 

VOCsの調査結果を表1に示す。楠那中学校での調査結果

と同様に，同じ南区に位置する比治山測定局でもトルエ

ン，キシレン等は近隣の固定発生源の影響をうけ，昼間

は濃度が高く， 夜間は低い傾向になると予測したが，夜

間である期間⑥で濃度の上昇があり，昼間である期間⑤

より高かった（図7）。また，この期間⑥の濃度上昇は1,3-

ブタジエン，ジクロロメタン，1,2-ジクロロエタン，ト

ルエン，テトラクロロエチレン，キシレンに共通して見

られた。先述の通り，1,2-ジクロロエタンは市内に発生

源はないものと考えられることから，期間⑥に近傍の固

定発生源とは異なる影響を受けた可能性がある。また，

大気中に排出された1,3-ブタジエンの半減期はおよそ3

～6時間5）と短いこと，主に地域的な発生源に起因する汚

染物質であるNO2が，期間⑥に全市的に上昇したことなど

から，広島市の近隣地域で発生または停滞していたVOCs

を含む汚染物質が，市内に流入してきた可能性が示唆さ

れた。高橋ら1）は，東京近郊で発生した汚染物質が風で

輸送された結果，北関東において微小粒子状物質が高濃

度となっていると報告しており，期間⑥についても同様

の状況であった可能性がある。 

また，期間④にはベンゼンの濃度の上昇が見られた（図

7）。後方流跡線解析の結果，期間④（3月28日21時）で

は中国を通過した気塊が国内に流入していた（図6）。期

間⑥では長距離輸送を示すような結果は得られなかった。 

ベンゼンは，主な排出源が自動車等の排気ガスである

ことから，濃度上昇の明確な原因は不明である。しかし

沖縄のバックグラウンド地域の調査6）では，気塊が中国

から移流した際にベンゼンが高濃度を示しており，期間

④のベンゼンについても長距離輸送され国内に流入した

可能性がある。 

 

3.3 有害モニタリングでのVOCs高濃度事例 

 平成29年9月の有害モニタリングは9月19日～20日にサ

ンプリングを行った。安佐南区役所，井口小学校，比治

山測定局の測定結果を表3に示す。工事のため楠那中学校

は別の日にサンプリングを行った。塩化ビニルモノマー，

アクリロニトリル，クロロホルムが高濃度となった。特

に，塩化ビニルモノマーについては，平成25年～28年度 
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図9 後方流跡線解析結果（9月有害モニタリング） 

 

の年平均濃度の20倍以上の濃度が観測された。 

調査時の気象状況については，採取期間中は20日2時ま

で南寄りの風，3時から7時までは北寄りの風に変わり，8

時に再び南寄りの風となった。平均風速は3.0m/sであり，

風速が弱く大気汚染物質が停滞しやすい状況であったと

考えられた。また19日に，気象庁は視程は10km以下とな

る煙霧であったと発表している7）。 

サンプリング期間の大気測定局のPM2.5の値を図8に示

す。特に20日は日平均値が環境基準である35μg/m3を超

える地点もあった。20日に有害モニタリングを実施した3

地点について，後方流跡線解析を行った結果を図9に示す。

サンプリング期間には中国から気塊が流入しており，越

境汚染の可能性が示唆された。 

高濃度であったVOCsは，届出事業所からの排出が全体

の8割以上を占めており，特に塩化ビニルモノマーについ

ては，ほとんどが届出事業所から排出されている4）。図2

に示したとおり，これらのVOCsについては，広島市内で

はPRTRでの大気への届出排出量がないことから，市外か

ら流入してきた可能性が高い。また，これらのVOCsの大 

気中での半減期は数日から数か月と長い5）ことからも，

大陸から長距離輸送され国内に流入した，もしくは市外

の発生源から排出され，大陸からの気塊に乗り市内に流

入してきたことが考えられる。 

当市では，過去にも有害モニタリングの際に，1,2-ジ

クロロエタンが高濃度となった事例がある。平成24年5

月の高濃度事例では，1,2-ジクロロエタンの上昇に関連

して，大気測定局のSPM，PM2.5が高濃度となった。この

高濃度事例では，気塊に乗って発生源から高濃度のまま

市内に到達するなどの可能性が考えられ，大陸からの移

流やその影響による煙霧などの特殊な状況が生じたこと

により，過去例のない特殊事例となったものと推察でき

ると報告されている8）9）。また，平成24年5月の高濃度事

例においても，気象庁は煙霧と発表しており，今回の平

成29年9月の有害モニタリングと似た状況であったと考

えられた。 

 

  4. まとめ 

(1) 固定発生源の影響があるVOCsは，昼間濃度が高く夜

間濃度が低い傾向が見られ，濃度の昼間/夜間比は1.6

以上であった。地点ごとに周辺の状況が異なるため，

この特徴が見られる物質は地点ごとに異なった。 

(2) 特定の期間に濃度が上昇したVOCsについては，

PM2.5及びNO2濃度との関連性や後方流跡線解析の結

果，それらのVOCsの由来を推測することができた。 
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海岸漂着量の評価のためのマイクロプラスチック採取方法＊ 
 

池貝隆宏**・長谷部勇太**・三島聡子**・小林幸文** 

 

キーワード ①マイクロプラスチック ②漂着量 ③採取方法 ④サンプリング 

 

要   旨 

 沿岸海域を漂流するマイクロプラスチック（MP）の存在量を推定する手法の一つとして，沿岸の漂流量との関連が深い

と考えられる満潮線におけるMP漂着量を把握するための手法を検討した。漂着物の集積度の高い部分を2点以上選び，40cm

四方の方形区画内の砂を採取してMPを分離し，その平均値を算出すれば，満潮線のMP漂着量を海岸ごとに比較できるレベ

ルで把握できることが分かった。この方法により，久里浜海岸と鵠沼海岸のMP漂着量を評価し，久里浜海岸では漂着量が

鵠沼海岸の2.2倍多く，ポリスチレンの比率が突出して高いなど，漂着MPの海浜ごとの特徴を明らかにした。 

 

 

 

1．はじめに 

 海洋ごみ問題の一つとして，マイクロプラスチック（MP）

汚染が世界的に注目されている。海洋中に微小プラスチ

ックが存在することは1970年代には既に報告1,2)されてい

たが，今世紀に入りMPの一種の樹脂ペレットが海中の低

濃度のPOPsを吸着･濃縮し，輸送媒体となって遠隔地に拡

散させる3,4)ことが明らかにされた。魚類によるMPの摂食

も確認5,6)されており，海洋生態系全体にMP汚染が拡大し

ている7)とする指摘もある。こうした状況を背景に，2015

年のG7エルマウサミット，2017年のG7ボローニャ環境大

臣会合等において， MP削減に資する研究の推進等が国際

的に合意されるなど，内外で関心が高まっている。 

 MPは，国連の海洋汚染専門家会議（GESAMP）の定義8)

ではサイズが5mm以下のプラスチックの総称であり，前述

のペレットやスクラブ剤として化粧品等に含まれるマイ

クロビーズのほか，プラスチックごみや化学繊維が環境

中で劣化し細片化，断片化したものなど形態や材質も様

々である。これらMPの海洋中の総量はおよそ5兆個，日本

が面する北太平洋だけでも2兆個弱9)と見積もられている

が，神奈川県が面する相模湾及び東京湾のローカルな実

態の全体像は明らかになっていない。 

 湾内のMPの存在状況を把握するには，漂流するMPを直

接採取し評価することが基本であるが，沿岸の漂流量と

の関連が深いと考えられる海浜の漂着量を調べる方法も

有効と考えられる。漂着量は，漂流量に比べて調査に係

る労力が比較的少なくてすむメリットがある。湾に面す

る複数の海浜の漂着量が比較できれば，湾内の存在状況

を推定する手がかりになると考えられる。しかし，その

ための試料採取法として確立されたものはない。 

 MPのうちペレットについては，相模湾及び東京湾を対

象に漂着量を調査した報告10,11)があり，これによると，漂

着量は海浜によって大きく異なる10)が，漂着が確認され

る海浜ではペレットは満潮線上に帯状に漂着し10,11)，海藻

等の海洋ごみ近傍に集中的に存在する10)ことが確認され

ている。一方，満潮線より陸側の潮上帯でMPを採取した

報告も少なくない12)。そこで，本研究では海浜を構成す

る満潮線と潮上帯の2つの部位を対象に調査を行い，MPの

漂着量を地域間で比較する手法について検討した。 

 

2．方法 

2.1 採取点の設定 

 栗山･小西･兼広･大竹･神沼･間藤･高田･小島11)は海浜

のペレットの漂着量調査の採取点として，満潮線上にペ

レットが多く集積している場所を選定している。この方

法は，目視による漂着物の多寡を判断基準としているた

め，集積度の高い部分の漂着量が把握できる。これを

大ベースの調査とする。一方，平均的な漂着量を把握す

るなら，採取点選定における恣意性を排除し，海浜の構

造によって一意的に決まる場所を採取点に選ぶ方法が考

えられる。これを平均ベースの調査とする。どちらの調

査法がよりMPの漂着状況を地域間で比較するのに適して

いるか調べるため，次のとおり採取点を設定した。各部
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鵠沼海岸
久里浜海岸 

唐ヶ原海岸 

0 10Km 相模湾 

東京湾 

金目川 
引地川

平作川 

図2 対象海浜位置 

位の採取点数は，トリプリケート測定を前提に3とした。 

 まず， 大ベースの採取点については，漂着状況を目

視により確認し，満潮線及び潮上帯においてMPを含む漂

着物が多い部分をそれぞれ任意に3点選び，採取点とした

（満潮線；Tmax1～3，潮上帯；Smax1～3）。このとき，

局所的な海浜流系の影響を受けないよう隣り合う採取点

の間隔を10m以上離した。 

 次に，平均ベースの採取点を図1に示した。海岸の両端

からそれぞれ10％分を除外した満潮線を三等分し，この3

個の線分の中点を満潮線の採取点とした（Tave1～3）。

各採取点から海浜境界方向に引いた垂線と，満潮線の右

側の端及び海浜境界の左側の端を結んだ直線との交点を

潮上帯の採取点とした（Save1～3）。 

 

2.2 対象海浜及び試料採取日時 

 試料を採取した海浜は，横須賀市久里浜，平塚市唐ヶ

原，藤沢市鵠沼の海浜であり，位置を図2に示した。久里

浜海岸は，東京湾湾口部の内湾地形内にあり，平作川右

岸側に河口と久里浜港に挟まれた小規模な砂浜であり，

海岸線と海浜境界の道路擁壁との距離は約20mである。唐

ヶ原海岸は，神奈川県の南側に弧を描く相模湾海浜のほ

ぼ中央に位置し，金目川右岸側に形成された比較的規模

の大きい砂浜であり，海岸線と海浜境界の防潮堤との距

離は約80mである。鵠沼海岸は，相模湾の中央よりやや東

寄り，唐ヶ原から約12km東にあり，引地川右岸側に形成

された比較的規模の大きい砂浜であり，海岸線と海浜境

界の砂防林との距離は約80mである。 

 平均ベースの試料採取は，2016年11月29日に久里浜海

岸（採取時潮位90cm）及び唐ヶ原海岸（同130cm）で行っ

た。このとき唐ヶ原海岸ではほとんどMPが採取ができな

かったため， 大ベースの試料採取は唐ヶ原海岸に替え

て鵠沼海岸で行うこととし，2017年5月9日に鵠沼海岸の

満潮線（同10cm），5月25日に潮上帯（同130cm），5月25

日に久里浜海岸の満潮線及び潮上帯（同10cm）で行った。 

 

2.3 採取方法 

 MPは，海面近くに浮遊するものが潮汐や波の作用で海

浜に打ち上げられ，さらにそれが暴風等の作用で吹き飛

ばされるので，通常は砂の表面に存在する。そこで，採

取点に方形区画を設定し，区画内の砂を表面から深さ約

3cm削り取りとり，MP分離用の砂試料とした。後述する分

離工程の作業量を勘案し，砂試料の体積が5,000cm3程度と

なるようにするため，方形区画の一辺を40cmとした。満

潮線に打ち上げられている海藻等の帯状の漂着物の幅は

概ねこの方形区画に収まったことから，採取区画のサイ

ズとして適正と判断した。採取時には，その場でメッシ

ュサイズ4.75mmのふるいにかけた。この工程では，短軸

長さ4.75mm未満かつ長軸長さがそれ以上のプラスチック

片も砂試料に含まれることになる。MPのサイズを定義し

たGESAMP では，現場測定の困難性を踏まえMPを微小プラ

スチックとして広く捉えることを推奨している8)ことか

ら，こうしたプラスチック片もMPとして扱った。 

 ふるい分けした砂試料は試験室に持ち帰り，砂が湿っ

ている場合は無人の試験室内でろ紙に広げて風乾した。

乾燥させた砂試料は，体積及び重量を計測した。 

 

2.4 分離方法 

 砂試料からのMPの分離は，比重選別，ろ過，ふるい分

け，目視選別の4種の手法のいずれかあるいはこれらを組

み合わせて行われる12)ことが多い。本研究では水による

比重選別，ふるい分け及び目視選別を組み合わせて分離

した。まず，風乾した砂試料をメッシュサイズ0.84mmの

ふるいにかけ，残留物及び通過物のなかからMPと思われ

るものをピンセットで採取し，シャーレに移した。この

工程では，比重選別で除外される比重の大きなMPも含ま

れる。残留物及び通過物はそれぞれ500mLビーカーに入れ，

3～4倍量の水道水を加え，スパーテルで泡立たないよう

撹はんし，砂表面に付着した微細なMPを水面に浮かせ，

ピンセットで採取し，前述のシャーレに移した。この工

程で分離できるMPは比重が水より小さなものに限られる。

撹はん操作は水面に浮遊物が確認されなくなるまで繰り

返した。初回の分離操作で水面に泡立ちが発生した場合

は，泡を含む上澄みを少量ずつシャーレに分散させ，泡

Save3 

Save1 

Save2 

図1 平均ベースの採取点 

海岸線

満潮線Tave1 

全長の10％ 全長の10％ 

Tave3 Tave2

潮上帯

海浜境界

河 

川 

河口 
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とMPを分離させてピンセットで採取した。分離したMPは，

デシケータ内で室温で乾燥させた。以上の分離方法は，

分離の判断が 終的に目視によることになるため，100m

程度以下のMPは採取することはできない。 

 

2.5 材質判別方法 

 分離したMPは，OLYMPUS製実体顕微鏡SZ61を使用し，1

個ずつ検鏡して形状と色を分類し，粒径として長軸長さ

を計測して写真撮影した。なお，形状は，ペレット（円

盤），ペレット（円筒），球，角，棒，板，繊維，フィ

ルム，フォーム，不定形の10種に区分し，繊維及び棒の

場合は軸径も計測した。サイズを測定したMPは，赤外吸

収スペクトルを測定してその材質を判別した。測定は，

日本分光製赤外分光光度計FT/IR-4600（TGS検出器）を用

いたATR法，サイズが小さい場合には同装置に赤外顕微鏡

IrtronIRT-1000（MCT検出器）を装着した顕微反射法を

併用した。材質を判定したMPは材質ごとに分けて採取点

別の総量として重量を測定した。 

 

2.6 測定結果評価の視点 

 満潮線上のMPは潮汐と波の作用で容易に海中に戻るの

に対し，潮上帯のMPは海中に戻ることはほとんどないと

考えられるため，漂着物としてのMPの性格は異なる。

Isobe，Kubo，Tamura，Kako，Nakashima & Fujii13)によ

れば，near-shore trappingによって繰り返される潮汐と

波による陸上と海中間の輸送過程を通してMPの細片化が

進行する。この作用は潮上帯上のMPには働かないため，

MP生成の場である満潮線上のMPの方が海洋生態系に及ぼ

す影響がより大きいといえる。したがって，本研究では

満潮線のMP漂着

量を地域間比較

することに主眼

を置いた。 

 Isobe et al.13)

は，粒径別MP数ヒ

ストグラムを用

いて海洋中の漂

流MPの地域間比

較を行っている。

本研究もこの方

法に準じ，粒径別

MP数ヒストグラ

ムにより漂着量

の地域間比較を

行うことを前提

に結果の評価を

行った。 

3. 結果及び考察 

3.1 最大ベースと平均ベースの採取状況の比較 

 採取点ごとのMP個数，粒径，MP重量の測定結果を表1に

示した。MPの材質は，ポリエチレン（PE），ポリプロピ

レン（PP），発泡ポリスチレン（PS）が主体であったた

め，それぞれの個数及び重量を表示した。「その他」に

区分された材質のうち主なものは，PETを含むポリエステ

ル樹脂，ポリメタクリル酸メチル樹脂，ポリアミドなど

であった。2,850～3,000cm-1付近にC-H伸縮の明瞭な吸収

があるためMPとしたものの材質が判別できなかったもの

が全部で12個あり，これらも「その他」に計上した。 

 粒径別MP数ヒストグラムを作成するには 低でもMPの

総数が20個程度以上必要となるが，平均及び 大ベース

の双方の調査を行った久里浜海岸の結果を見ると，平均

ベースの採取ではこの条件を満たさない採取点が満潮線

で2地点あった。採取MP数を増やすには，採取区画の面積

を増やせばよいが，漂着物の存在幅を超えた採取区画で

は得られる漂着密度に誤差を生ずる可能性が大きく，採

取後の分離工程の労力が増大するため，現実的ではない。

久里浜海岸の満潮線3地点のデータからMP総数の変動係

数を求めると，平均ベースでは93％であったのに対し，

大ベースでは17％であった。MPは満潮線上に均質に存

在するわけではないため，平均ベースの方がMPの偏在の

影響を大きく受けると考えられる。これらのことから，

ばらつきの少ない 大ベースの調査の方が，海浜ごとに

比較を行う漂着量としては適当と考えられる。 

 

3.2 採取点数の比較 

 部位ごとのMP量を地域間で比較するのに必要な採取点

表1 採取点別のMP個数，平均長径，材質別重量 

対象海浜 採取点 
個数（個） 平均長軸長さ

（mm） 

材質別重量（mg） 

PE PP PS その他 計 PE PP PS その他

平均ベース 
 久里浜 満潮線 Tave1 ※ 1 0 1 1 3 2.0±1.0 0.2  - - 5.6 
  〃  〃  Tave2 3 1 66 0 70 3.4±2.1 8.4  90.8  22.6 - 
  〃  〃  Tave3 ※ 2 0 9 8 19 3.2±1.6 0.9  - 6.0 18.7 
  〃 潮上帯 Save1 4 10 13 3 30 3.1±2.8 33.8  48.2  6.4 0.7 
  〃  〃  Save2 2 5 32 2 41 2.7±2.0 0.7  82.9  6.8 0.3 
  〃  〃  Save3 5 2 15 1 23 4.0±3.7 26.9  17.7  14.5 15.5 

 唐ヶ原 満潮線 Tave1 ※ 0 0 1 2 3 4.4±2.7 - - - 26.6 
  〃  〃  Tave2 ※ 1 0 0 1 2 8.7±4.3 2.2  - - 172.1 
  〃  〃  Tave3 ※ 0 0 0 0 0 - - - - - 
  〃 潮上帯 Save1 ※ 0 0 5 0 5 1.3±0.3 - - 0.3 - 
  〃  〃  Save2 ※ 1 2 8 0 11 2.5±2.7 11.4  132.7  0.9 - 
  〃  〃  Save3 ※ 0 0 0 0 0 - - - - - 

最大ベース 
 鵠沼 満潮線 Tmax1 14 24 22 4 64 3.1±2.7 76.7  71.4  3.1 8.1 
  〃  〃  Tmax2 28 33 11 0 72 3.0±1.8 169.6  67.9  1.5 - 
  〃  〃  Tmax3 47 38 74 5 164 3.0±1.7 161.4  133.3  52.0 1.9 
  〃 潮上帯 Smax1 44 48 8 4 104 3.5±2.3 479.7  306.9  2.2 15.7 
  〃  〃  Smax2 59 63 2 8 132 4.3±2.3 1,208.4  990.3  0.7 0.9 
  〃  〃  Smax3 43 51 32 1 127 3.5±2.3 566.6  498.0  5.9 - 

 久里浜 満潮線 Tmax1 15 12 148 14 189 3.3±2.4 58.8  147.0  74.6 1.7 
  〃  〃  Tmax2 10 9 178 8 205 2.7±1.9 32.4  92.4  74.0 2.3 
  〃  〃  Tmax3 25 19 222 10 276 2.5±2.0 70.5  107.0  49.7 27.5 
  〃 潮上帯 Smax1 15 17 69 5 106 3.2±2.7 353.5  163.2  49.5 1.4 
  〃  〃  Smax2 11 12 45 5 73 3.8±2.8 86.9  184.2  82.8 3.7 
  〃  〃  Smax3 7 13 15 3 38 3.2±3.0 104.0  265.3  2.5 0.1 

注）個数は採取区画0.16m2当たりの数であり，総個数が20個未満の採取点には「※」印を付した。平均長軸長さは平均値±標本標準偏差の形
式で表示した。個数が0または測定不能の場合は材質別重量を「-」で表示した。 
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数を調べるため， 大ベースの測定結果から，3地点混合，

任意の2地点混合及び1地点単独の各ケースにおけるMP総

数に対する1mm刻みの粒径別MP数の比率を算出した。 も

信頼性の高い3地点混合について95％信頼区間を算出し，

これを他のケースの比率と比較した結果を表2に示した。 

 1地点単独では，比率が3地点混合の95％信頼区間から

外れる粒径が満潮線で両海浜合わせて9階級，潮上帯では

12階級あった。一方，任意の2地点混合の場合の比率は，

久里浜海岸の1mm以上2mm未満の粒径階級が下限値をわず

かに下回った以外は3地点混合の95％信頼区間に含まれ

ていた。これらのことから，3地点混合と任意の2地点混

合の粒径別比率はほぼ同じとみなすことができ，2地点以

上の採取点を設定しその平均を求めることにより，各部

位の粒径別MP数を算出できると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 久里浜海岸と鵠沼海岸のMP漂着量 

 前記の手法により，久里浜海岸と鵠沼海岸のMP漂着量

を評価した。各海浜の満潮線及び潮上帯の3点の平均とし

て粒径別MP漂着個数ヒストグラム及び形態及び材質構成

を比較した。形態は，1次MPであるペレットと球以外は二

次MPに区分できるため，これを破片として合算した。 

 

3.3.1 満潮線のMP漂着状況 

 満潮線の久里浜海岸の結果を図3，鵠沼海岸の結果を図

4に示した。MPの総数は，久里浜海岸が1,400個/m2で，鵠

沼海岸の630個/m2に対して2.2倍多かった。久里浜海岸の

MPの粒径は1mm以上2mm未満の階級が飛び抜けて多く，全

体の43％を占めたのに対し，鵠沼海岸では1mm以上4mm以

下のMPがほぼ均等に漂着しており，久里浜海岸の方がMP

のサイズが小さい傾向が見られた。久里浜海岸のMPの材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 粒径別比率比較結果 

長軸長さ 

(mm) 

満潮線 潮上帯 

3地点混合 

95％信頼限界 
2地点混合 1地点単独 

3地点混合 

95％信頼限界
2地点混合 1地点単独 

下限値 上限値 
Tmax 

1&2 

Tmax 

1&3 

Tmax 

2&3 
Tmax 1 Tmax 2 Tmax 3 下限値 上限値

Smax

1&2

Smax 

1&3

Smax 

2&3 
Smax 1 Smax 2 Smax 3

久里浜 
＜1 0.037  0.071  0.061  0.052  0.050  0.063 0.059 0.043 0.073 0.158 0.112 0.125  0.108  0.123  0.096 0.132 

1～2 0.389  0.464  0.376※ 0.434  0.462  0.339※ 0.410 0.500※ 0.174 0.286 0.218 0.264  0.207  0.255  0.164※ 0.289※

2～3 0.117  0.170  0.147  0.140  0.143  0.143 0.151 0.138 0.174 0.286 0.246 0.208  0.234  0.226  0.274 0.158※

3～4 0.129  0.184  0.162  0.153  0.156  0.159 0.166 0.149 0.092 0.184 0.134 0.132  0.153  0.123  0.151 0.158 

4～5 0.076  0.121  0.112  0.097  0.089  0.122※ 0.102 0.080 0.065 0.147 0.095 0.111  0.117  0.094  0.096 0.158※

≧5 0.096  0.146  0.142  0.125  0.100  0.175※ 0.112 0.091※ 0.129 0.231 0.196 0.160  0.180  0.179  0.219 0.105※

鵠沼 
＜1 0.077  0.149  0.140  0.110  0.102  0.156※ 0.125 0.091 0.097 0.167 0.110 0.152  0.135  0.125  0.098 0.173※

1～2 0.170  0.263  0.221  0.228  0.203  0.266※ 0.181 0.213 0.083 0.149 0.106 0.134  0.108  0.135  0.083 0.134 

2～3 0.189  0.285  0.206  0.237  0.254  0.172※ 0.236 0.262 0.073 0.136 0.093 0.134  0.089  0.144※ 0.053※ 0.126 

3～4 0.176  0.270  0.199  0.219  0.242  0.156※ 0.236 0.244 0.150 0.230 0.182 0.199  0.189  0.192  0.174 0.205 

4～5 0.063  0.130  0.096  0.105  0.089  0.125 0.069 0.098 0.198 0.287 0.284 0.208  0.236  0.260  0.303※ 0.165※

≧5 0.077  0.149  0.140  0.101  0.110  0.125 0.153 0.091 0.173 0.257 0.225 0.173  0.243  0.144※ 0.288※ 0.197 

注） 95％信頼限界を外れた数値には「※」を付した。 
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質は大部分がPSでその構成比は82％，他の材質はごく少

なかった。一方，鵠沼海岸のMPの材質はPEが30％，PPが

32％，PSが36％であり，主要材質がほぼ均等に漂着して

いた。形態は両海岸とも大部分が破片であったが，1次MP

の構成比には違いが見られた。久里浜海岸では球が全体

の28％を占め，これはほとんどすべてがPSであった。ペ

レットはほとんど漂着が見られない状況であった。これ

に対し，鵠沼海岸は久里浜海岸に比べるとペレットが比

較的多く漂着しており，材質は90％がPEであった。  

 

3.3.2 潮上帯のMP存在状況 

 潮上帯の久里浜海岸の結果を図5，鵠沼海岸の結果を図

6に示した。潮上帯のMPは，満潮線上のMPに由来するもの

であると考えられるため，同一海浜における満潮線と潮

上帯の存在量を比較した。 

 久里浜海岸については，MP総数が450個/m2で，満潮線の

32％しか存在していなかった。粒径は，満潮線では1mm以

上2mm未満の階級の比率が43％から23％に減少し，2mm以

上のMPの比率が増加した。材質は満潮線と同様にPSが優

勢で全体の60％を占めたが，満潮線に比べると他の材質

の比率が高かった。1次MPの構成比も満潮線と異なり，球

が満潮線の1/7の4％に減少し，かわりに満潮線にはほと

んどなかったペレットが見つかった。 

 鵠沼海岸のMP総数は満潮線より1.2倍多く760個/m2であ

り，久里浜海岸とは逆の傾向を示した。粒径は久里浜海

岸と同様にサイズの大きいものの比率が高くなり，満潮

線では全体の10％しかなかった4mm以上5mm未満のMPの比

率が24％に増加していた。また，満潮線では36％あった

PSは1/3の12％に減少し，その分PEとPPの比率が増加した。

1次MPの構成は，球が減少し，ペレットが増加する傾向は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久里浜海岸と同じであったが，ペレットの増加が顕著で

あり，個数で満潮線の約10倍の量が存在していた。 

 両海岸の傾向から潮上帯に存在するMPの特徴を列挙す

ると，満潮線に比べて大きなサイズのMPの存在量が増加

すること，PSの比率が減少すること，1次MPの球の比率が

減少しペレットの比率が増加することが共通点として挙

げられる。相違点はMP総数であり，久里浜海岸では満潮

線の方が多く，鵠沼海岸では逆であった。この違いの理

由の一つとして，海浜構造の差が影響していることが考

えられる。小規模な久里浜海岸は潮上帯の幅も狭く，海

浜境界までほぼ平らな浜となっている。これに対し，鵠

沼海岸は潮上帯の海浜境界付近には砂丘帯が発達し，起

伏が大きい。この砂丘帯の斜面の一部にペレットが多く

存在するのが目視確認できた。鵠沼海岸では満潮線のMP

が内陸側に吹き寄せられるとき，この地形の影響によっ

て，砂丘斜面にMPが吹き溜まりやすくなると考えられる。 

 

3.3.3 1次MPの由来 

 久里浜海岸と鵠沼海岸では，漂着MPにかなりの違いが

見られた。1次MPのうち樹脂製品原料であるペレットは，

その起源がプラスチック製造に係る事業所及びこれら事

業所への輸送過程等で環境中に漏出したものであること

が知られている。また，PS球も古くから海洋中にその存

在が指摘されているMPである1)。久里浜海岸で採取したMP

球の写真を図7に示したが，その大きさから考えると，そ

の起源は発泡ポリスチレン製品製造用の予備発泡ビーズ

の可能性があると考えられる。また，このサイズのPS球

は家庭用のクッション等の充填材にも広く使用されてい

ることから，これらの家庭製品の廃棄時に漏出した可能

性も考えられる。両海浜のMPの漂着量の差は，外洋から 
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の漂着よりも内陸の発生源から河川を通じて沿岸に流れ

込むMP量の違いが大きく影響しているものと考えられる。 

 

3.3.4 MP採取方法の課題 

 本研究で検討した方法では 終的に目視による選別

を行うために，化粧品等に含まれるマイクロビーズは採

取することができなかった。また，繊維状MPも採取数が

少なく，久里浜の満潮線で3個，潮上帯で5個，鵠沼の満

潮線で3個，潮上帯で1個（材質は，PE，PP又はポリアミ

ド）が採取できただけであった。繊維状のMPは潮下帯に

多い14)との報告もあるので，繊維に着目した採取法は別

途検討する必要があると考えられ，今後の課題である。 

 

4. まとめ 

 沿岸のMP漂流量との関連が深いと考えられる満潮線

におけるMP漂着量を把握するための手法を検討したと

ころ，漂着物の集積度の高い部分を2点以上選び，40cm

四方の方形区画内の砂を採取してMPを分離し，その平均

値を算出すれば，満潮線上のMP漂着量を海岸ごとに比較

できるレベルで把握できることが分かった。この方法

により，久里浜海岸と鵠沼海岸のMP漂着量を評価したと

ころ，海浜による漂着状況の違いを定量的に比較するこ

とができた。今後，この手法を用いて調査海浜数を増や

していき，沿岸海域におけるMPの漂着状況の全体像を調

べる予定である。 

 なお，本研究は，平成29年度神奈川県シーズ探求型研

究推進事業費の助成により実施した。 
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Abstract 

 Fine particulate matter (PM2.5) samples were collected over 24-h periods for 2-week seasonal campaigns in spring, 

summer, autumn and winter, of the Japanese government's fiscal years (April to March of the following year) 

2014-2016 in three sites of Chiba Prefecture, Japan. Organic components are key molecular markers responsible 

for evaluating emission sources; however, this information remains deficient in Japan. In this study, we have 

focused on analyzing 24 organic components contained within PM2.5. Selected organic compounds including 

dicarboxylic acids, anhydrous sugars, methoxylated phenols, α-pinene-derived biogenic secondary organic 

aerosols (BSOA), fatty acids, glycerides and phytosterols were determined by the trimethylsilyl (TMS) derivatized 

procedure followed by GC/MS quantification (except oxalic acid, which was determined by ion chromatograph via 

the water extraction procedure). Dicarboxylic acids and α-pinene-derived BSOA, which are thought to be produced 

by photo-chemically induced reactions, showed higher concentrations during spring, summer and autumn compared 

with winter. Oxalic acid was identified as the dominant member of the dicarboxylic acids, accounting for 

approximately 60-80% of total dicarboxylic acids. Anhydrous sugars, methoxylated phenols and phytosterols 

predominated in autumn and winter, which could be attributed to the impact of biomass burning, which is often 

practiced on farmlands in autumn and winter after the harvest period. Levoglucosan was the most concentrated 

type of anhydrous sugars, accounting for approximately 70-90% of total anhydrous sugars. Certain amounts of fatty 

acids and glycerides were determined but characteristics to evaluate or specify emission sources could not be 

obtained from our data.  

  
 
 

1．はじめに 

 大気汚染物質である粒子状物質（PM）を対象とした

疫学研究が進められ，微小粒子状物質（PM2.5）などの

微小粒子は肺胞にまで到達することから，粗大粒子と

比較してヒトへの健康影響が大きいといわれている1)。

日本では2009年にPM2.5の環境基準（長期基準：年平均

15μg/m3，短期基準：日平均の98%タイル値35μg/m3）

が制定された。このことに伴い，千葉県では大気中の

PM2.5の質量濃度及び構成成分の常時監視体制を整備

し，PM2.5の実態把握に取り組んでいる。 

 なお，世界保健機構（WHO）の外部組織である国際

がん研究機関（IARC）の2013年の報告書では，PM2.5な

どの大気汚染物質は危険度5段階のうちの最高レベル

であるGroup 1（ヒトに対する発がん性が認められる）

に分類されている2)。 

 2015年度の全国におけるPM2.5の環境基準達成率は

一般環境大気測定局で74.5%，自動車排出ガス測定局 

で58.4%であり3)，前年度より改善されているものの 

 

基準達成に向けてのさらなる対策が望まれる。対策を

検討する上ではPM2.5の原因物質に関する科学的知見

の集積，発生源の解明とその寄与割合を推定する必要

がある。 

 PM2.5については，大陸からの越境汚染の影響も指摘

されており，その寄与割合は九州地方が約7割，関東

地方が約4割と試算され，越境汚染が低減した場合に

は日本におけるPM2.5の低減効果が期待される4)。一方

で，国内発生源の寄与割合は九州地方が約2割，関東

地方が約5割と推計されており地域間で差があること

から，地域ごとにPM2.5の実態把握と対策の検討が重要

である4)。 

 Ichikawaらは2013年から2014年に千葉県市原市で

PM2.5を連続で24時間サンプリングし，無機イオン成分

と炭素成分を測定した結果（n=373）から，有機炭素

（OC）が19.7%を占めていることを確認した5)。PM2.5

中の有機物（OM）には，OCだけでなく酸素や水素など

の原子も含まれており，一般的にOMの質量濃度はOCに 
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Fig.1  Map indicating the location and altitudes 

of sampling sites. 

 

変換係数を乗じて算出されている。OMへの変換係数の

文献値は概ね1.3〜2.6の範囲であることから6-13)，千

葉県においてPM2.5中のOMの割合は約25〜50%と考えら

れる。OMは多数の有機成分で構成されており，生成機

構や物理化学的性質などについては不明な点が多い

が，有用な指標と成り得る個々の有機成分を分析する

ことでPM2.5の発生源の特定や大気中での挙動の解明

に必要な情報が得られ，PM2.5の効果的な削減対策につ

なげることが期待される。 

 本稿では，千葉県内の3地点で2014から2016年度の

四季に実施したPM2.5調査研究のうち有機成分の分析

結果を中心に報告する。 

 

2．方法 

2.1 調査地点 

 Fig.1（国土地理院地図より作成）に示した市原岩

崎西大気環境測定局（以下「市原」とする。），勝浦

小羽戸大気環境測定局（以下「勝浦」とする。），富

津下飯野大気環境測定局（以下「富津」とする。）の

3地点を調査地点とした。市原は千葉県環境研究セン

ター敷地内に位置しており，半径約2km圏内に京葉工

業地帯があり，石油化学系を中心とした大規模工場が

複数存在し，また約200m北西には国道16号（24時間交

通量：42007台，大型車混入率：29.1%）14)がある。勝

浦は山林や田畑が多い地域にある中学校敷地内に位

置しており，バックグラウンドとして設定した地点で

あるが，約100m南西に千葉県道82号（24時間交通量：

4974台，大型車混入率：9.7%）14)がある。富津は中学

校敷地内に位置しており，近隣には宅地と多少の農地

が散在しているだけだが，半径約3km圏内に大規模な

製鉄所や火力発電所があり，約600m北西には国道16号

（24時間交通量：10893台，大型車混入率：18.8%）14)

がある。 

Table 1 Sampling conditions of individual 

seasonal campaign.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 サンプリング条件 

 サンプリングは，WINSインパクター方式によりPM2.5

を分級する，米国連邦規格（FRM）準拠のサンプラー

（サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会

社，大気用シーケンシャルサンプラー2025i）を各調

査地点に設置し行った。サンプラーは各地点に2台設

置し，一方に石英繊維フィルター（日本ポール株式会

社，2500QAT-UP，直径47mm），他方にPTFEフィルター

（日本ポール株式会社，Teflo，直径47mm）をセット

して稼働させ，両方のサンプリング状態が良好であっ

た場合のみ解析に用いた。なお，石英繊維フィルター

については有機ガスの吸収による正のアーティファ

クトが知られていることから，使用前に加熱処理

（350°C，1時間半）を行い，有機ガスの影響を排除し

た。 

 調査期間は2014から2016年度の春季，夏季，秋季，

冬季の各2週間程度とした（Table 1）。なお，当該期

間は常時監視のPM2.5成分測定の試料捕集期間である。 

 捕集時間は原則午前10時から24時間を1サイクルと

し，設定流量は16.7L/min（24m3/d）とした。サンプ

リング後は，各フィルターをポリエチレン製ペトリス

Fiscal year*1 Season*2 Sampling period n

Spring May, 2014 14

Summer Jul.~Aug., 2014 14

Autumn Oct.~Nov., 2014 14

Winter Jan.~Feb., 2015 13

Spring May, 2015 14

Summer Jul.~Aug., 2015 14

Autumn Oct.~Nov., 2015 14

Winter Jan.~Feb., 2016 14

Spring May, 2016 12

Summer Jul.~Aug., 2016 14

Autumn Oct.~Nov., 2016 14

Winter Jan.~Feb., 2017 14

*1: Years are based on Japanees government's
       fiscal years (April to March of the following
       year).
*2:  The four seasons were assigned based on
       the definition used by the Japanese
       Meteorological Agency.

FY2015

FY2016

FY2014
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ライド（メルク株式会社）に回収し，更にチャック付

きポリ袋に封入し，成分の変質や揮発を避けるために

分析するまで-30°Cで冷凍保存した。 

 

2.3 PM2.5質量濃度 

 サンプリング前後のPTFEフィルターを温度21.5± 

1.5℃，相対湿度35±5%の条件下で24時間程度コンデ

ィショニングした後に，電子天秤（BM-20，株式会社

エー・アンド・デイ）で秤量し，採取時の流量で除す

ることによってPM2.5質量濃度（μg/m3）を求めた。 

 

2.4 有機炭素 

 石英繊維フィルターの試料片（1cm2）をカーボンア

ナライザー(Sunset Laboratory社，ラボモデル)で，

既報15)の通りIMPROVEプロトコルの昇温条件と分析雰

囲気下で分析した。 

 

2.5 有機成分 

 分析を開始した年度は異なるが，Table 2に示した

24物質を対象とした。また，Table 2に示すとおり有

機成分の種類に応じて各グループに分類した。 

 石英繊維フィルターの試料片（3〜6cm2）を10mLの

共栓付き試験管に入れ，内部標準液添加後に溶媒を自

然乾燥させた。その後，試験管にジクロロメタン：メ

タノール混合溶液（2：1，v/v）を5mL加え20分間超音

波抽出した。親水性PTFEシリンジフィルター（アドバ

ンテック東洋株式会社, DISMIC，孔径:0.20μm）を装

着したガラス製シリンジでろ過した抽出液をリアク

ティバイアル（ジーエルサイエンス株式会社）に分取

し，40°Cに加熱した状態で高純度窒素ガスを用いて乾

固した。本稿で分析対象としている有機成分はヒドロ

キシル基やカルボキシル基を有しており，それら官能

基の-OH部位をトリメチルシリル（TMS）化するため，

40μLのBSTFA+1%TMCSと10μLのピリジンを加えた溶

液を75°Cの条件下で，2時間半誘導体化反応させGC/MS

（アジレント・テクノロジー株式会社，6890/5973）

で分析した。 

 なお，ジクロロメタンは和光純薬工業株式会社製残

留農薬・PCB試験用，メタノール，アセトニトリルは

和光純薬工業株式会社製HPLC用を使用した。BSTFAと

TMCSはシグマ・アルドリッチ・ジャパン合同会社製の

混合液，ピリジンは和光純薬工業株式会社製インフィ

ニティピュア用を使用した。個々の有機成分は市販さ

れている純度98%以上の単成分標準試薬をメタノール

又はアセトニトリルに溶解し標準原液とした。また，

内部標準試薬についても純度98%以上の単成分標準試

薬を使用した。 

Table 2  Organic components analyzed in this 

study.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 Analytical conditions of the GC/MS 

systems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GC/MSの分析条件をTable 3に，トータルイオンクロ

マトグラムをFig.2に示した。検量線は内部標準法に

より作成し，良好な直線性が得られた。 

 各有機成分の添加回収率は，マロン酸が約40%，マ 

レイン酸とコハク酸は約60%であり，その他の成分は 

70〜120%の範囲内であった。シュウ酸については，石 

英繊維フィルターから水抽出した試験液をイオンク

ロマトグラフィーで定量した。シュウ酸の抽出方法や

イオンクロマトグラフィーの分析条件は既報15)を参

照されたい。

DB-5MS, 0.25mmI.D. × 30m × 0.25µm
( Agilent Technologies Corp.)
He (Flow rate 1.0 mL/min)

1 µL
Splitless
270°C

80°C→7°C/min→150°C(5min)→2°C/min
→170°C(2min)→6°C/min→200°C(1min)
→15°C/min→320°C(4min)

230°C
EI

70 eV
SIM

Ionization method
Volatge

Analytical mode

Injection amount

Column

Carrier gas

-GC-

-MS-

Injection mode
Injector temperature

Oven temperature

Ion source temperature
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Fig.2  Total ion chromatogram of 24 organic 

components mixed standard solution including 

internal standard substances obtained from GC/MS 

analysis. 

 

 また，各有機成分の標準液の繰り返し測定（n=5〜7）

により得られた標準偏差（σ）から算出した検出下限

値（3σ）は0.14〜6.4ng/m3の範囲内であった。検出

下限値未満であった有機成分の分析値については，検

出下限値の1/2として計算した。 

 

3．結果と考察 

3.1 PM2.5質量濃度と有機炭素 

 2014から2016年度におけるPM2.5質量濃度（以下、

「PM2.5濃度」とする。）とOCの季節平均値をFig.3に

示した。3地点のPM2.5濃度は同様な変動を示したが，

工場などの人為起源発生源が多い市原と富津の濃度

レベルはほぼ同程度であり，両地点ともにバックグラ

ウンドの勝浦よりも高濃度であった。年度によって

PM2.5濃度の季節変動は大きく異なっており，例えば

2015年度では夏季が高い傾向を示した一方で，2016年

度は夏季が最も低濃度であった。季節によるPM2.5濃度

の変化に同様の傾向は認められず，PM2.5濃度に寄与す

る発生源は調査時期により異なることを示唆してい

る。 

 OCについては，市原と富津の濃度レベルはほぼ同程

度であり，両地点ともに勝浦よりも高かった。各地点

の変動幅は数μg/m3であり，PM2.5濃度の変動幅よりも

小さかった。各地点のPM2.5濃度に対してOCの占める調

査期間中の「最小値〜最大値（平均値）」は，市原で

16.8〜32.8%（23.4%），勝浦で13.9〜42.9%（25.4%），

富津で12.7〜29.8%（20.5%）と平均値は全地点でPM2.5

濃度の約20%であり，既報と相違は無かった5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Temporal variations of PM2.5 mass 

concentrations and OC observed during the fiscal 

years 2014–2016 in Ichihara, Katsuura and Futtsu, 

Chiba Prefecture. 

 

3.2 有機成分 

 Fig. 4には，各グループに属する有機成分の合計濃

度の季節平均値を調査地点別・時系列に示した。以下，

グループ毎に分析結果を説明する。 

 

3.2.1 ジカルボン酸類  

 Fig.4(a)に示したように，2014年度から2016年度の

3地点におけるΣジカルボン酸類（各グループに属す

る有機成分の合計値を季節平均で表した値を「Σグル

ープ名」で示す。）は，24〜190ng/m3の範囲であった。

春季・夏季・秋季におけるΣジカルボン酸類の値は冬

季と比べて相対的に高かった。 

 Σジカルボン酸類のPM2.5に占める割合は，どの調査

地点でも春季・夏季・秋季で約1%前後，冬季で約0.5%

前後であった。大気中の有機物の一部は光化学反応を

起こすとジカルボン酸類に酸化されることが知られ

ており16)，冬季では他の季節と比較して光化学反応が

起こりにくい大気環境下であったことが考えられる。

2016年度の夏季は低い濃度であったが，PM2.5に対する

Σジカルボン酸類の割合は他年度とほぼ同値であっ

た。Fig.3から当該期間のPM2.5濃度が例年に比べて低

濃度であったことが要因の一つとして挙げられる。ジ

カルボン酸類の中でシュウ酸の割合が最も多くを占

め，すべての調査地点・調査期間（2014年度は，シュ

ウ酸以外のジカルボン酸類は分析していないため除

く）で約60〜80%であり，Kawamuraら17)の報告と類似

していた。
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 ジカルボン酸類と発生源の関連性に係る指標とし

ては，光化学反応以外に植物燃焼18)，ガソリン自動車
19)，調理20)などが報告されている。また，ジカルボン

酸類の二成分比（マロン酸/コハク酸比，アジピン酸/

アゼライン酸比など）を用いる解析法も知られている
17)。しかし，今回分析した24時間サンプルについては，

シュウ酸を除く多くのジカルボン酸類は低濃度で推

移し，検出下限値以下であったものも多々あったこと

から，上記既報に倣った解析は困難と判断した。これ

らの有機成分は低濃度であっても，発生源特定や大気

環境中での挙動の解析において重要な成分であるこ

とから，サンプリング法や分析法について検討するこ

とが課題であると考える。 

 

3.2.2 無水糖類  

 レボグルコサン（以下「Lev」とする。）は，植物

細胞壁の構成成分であるセルロースの熱分解生成物

質として知られており，植物燃焼の指標成分として用

いられている15,21)。また，ガラクトサン（以下「Gal」

とする。）やマンノサン（以下「Man」とする。）は

植物細胞壁の構成成分であるヘミセルロースの熱分

解生成物質として知られており，Levと同様に植物燃

焼の指標成分として用いられている22)。 

 Fig.4(b)に示したように，2014年度から2016年度の

3地点における分析されたΣ無水糖類は，0.73〜

140ng/m3の範囲であった。Lev，Gal，Manの3成分間の

相関係数Rは約0.9であり，良好な相関性が認められた

ことから，発生源が類似している可能性や環境中での 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙動が共通していることが示唆される。 

 Σ無水糖類のPM2.5に占める割合については，2016年

度における勝浦の秋季で1.3%，冬季で1.2%と1%以上で 

あったが，それらを除く調査地点・調査期間では1%未  

満であった。無水糖類の中でLevが最も高い割合を占

め，すべての調査地点・調査期間（2014年度は，Lev 

以外の無水糖類は分析していないため除く）で約80〜

90%であった。 

 Σ無水糖類は春季・夏季に比べて秋季・冬季に高い

傾向を示した。秋季・冬季は稲わら，せん定枝などの

野焼きが濃度上昇に寄与していると推察される。一方，

春季・夏季に低濃度であったことについては，当該時

期は植物燃焼の寄与が相対的に少なかった可能性が

ある。また，Levはヒドロキシルラジカル（・OH）に

よって分解されることがHenniganら23)の研究結果よ

り得られていることから，・OHが相対的に多くなりや

すい春季や夏季ではLevが分解され，Σ無水糖類が低

濃度となったことも考えられる。 

 各調査時期におけるΣ無水糖類の濃度については，

調査地点間の差が比較的少なかった。植物燃焼による

影響は発生源が近傍に無くても，ある一定の範囲に影

響を与えている可能性がある。Ikemoriら24)は放射性

炭素14Cを用いたPMの解析から，2003年の春季から夏季

にかけて起ったシベリア森林火災の影響が同年5月か

ら6月頃にかけて日本国内（調査場所は名古屋市）に

及んだことを報告している。シベリア森林火災と田畑

などでの野焼きは規模が異なるが，植物燃焼の影響は

広域的（数千kmの規模）に渡って及ぶ可能性もある。

Fig.4 Temporal variations of organic components observed during the fiscal years 2014–2016 in 

Ichihara, Katsuura and Futtsu, Chiba Prefecture. 
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 無水糖類についてもジカルボン酸類と同様，二成分

比を用いる発生源解析法が用いられている25)。ジカル

ボン酸類と同様でPM2.5濃度が低かった時期の複数の

サンプルでGalやManが検出下限値以下であったこと

から，二成分比による解析を本稿では行わなかった。 

 

3.2.3 メトキシフェノール類  

 メトキシフェノール類は，植物細胞壁の構成成分で

あるリグニンの熱分解生成物質として知られている。

リグニンはフェノール性骨格でメトキシル基（-OCH3）

を有した基本構造であり，植物細胞壁内では網目構造

に重合した高分子化合物である。その分解物質である

メトキシフェノール類も-OCH3が結合したフェノール

性化合物であることが特徴として挙げられる。リグニ

ンは，植物種によって含有量が大きく異なる（木質系

植物で多い）ことから，燃焼された植物種判別の解析

に有用と考えられている26)。 

 Fig.4(c)に示したように，2014年度から2016年度の

3地点におけるΣメトキシフェノール類は，0.47〜

1.9ng/m3の範囲であった。無水糖類と同様に田畑など

で野焼きが行われることが多い秋季・冬季に濃度上昇

が確認された。2015年度より分析を実施しているバニ

リン酸とシリング酸についてLevとの相関性を解析し

たところ，前物質とはR=0.54，後物質とはR=0.61で有

意な相関関係が認められ，植物燃焼に由来する物質で

ある可能性が示唆された（バニリン酸とシリング酸間

のR=0.61）。本研究で分析対象としたメトキシフェノ

ールの各成分は1ng/m3以下であり，低濃度であった。

また本調査期間中では，調査地点による特徴的な分析

結果は得られなかった。 

 我々の知る限り，日本国内のPM2.5調査で熊谷ら27)に

よるバニリン酸の分析事例以外で，メトキシフェノー

ル類の分析例が無いことから，以後も分析データの蓄

積を進めていく。 

 

3.2.4 α-ピネン由来BSOA  

 Fig.4(d)に示したように，2014年度から2016年度の

3地点における分析されたピノン酸の季節平均値は，

0.48〜3.4ng/m3の範囲にあった。ピノン酸は植物起源

揮 発 性 有 機 化 合 物 （ Biogenic Volatile Organic 

Compounds, BVOC）であるα-ピネンが光化学的酸化過

程 を 経 て 二 次 生 成 さ れ る 有 機 成 分 （ Biogenic 

Secondary Organic Aerosols, BSOA）であり28)，春季

・夏季・秋季に比べて冬季が低くなるという傾向はジ

カルボン酸類と類似していた。ピノン酸は，調査地点

によって異なる変動パターンが認められた。調査地点

周辺環境の特徴から勝浦で他の2地点に比べ，α-ピネ

ンの放出量が相対的に多いと推測されるが，当該地点

のピノン酸の濃度は他の調査地点よりも低い傾向で

あった。推察の域を出ないが，α-ピネンは輸送過程

で光化学的に酸化され，市原や富津で勝浦よりも濃度

が高く測定された可能性がある。 

 

3.2.5 脂肪酸類 

 脂肪酸類は調理，植物，海洋微生物，自動車など様

々な発生源から排出されることが報告29)されている。

Fig.4(e)に示したように，2014年度から2016年度の3

地点における分析されたΣ脂肪酸類は，2.3〜20ng/m3

の範囲であった。本調査期間中に分析されたΣ脂肪酸

類は，調査地点間で差が確認された。 

 リノール酸とオレイン酸の両物質に相関は無く，そ

れぞれが検出される時期や変動パターンも異なって

いた。脂肪酸類を排出する発生源は多岐に渡るため，

その他の有機成分との関連性に基づいた発生源解析

を進めることが最良な手段と考えられるが，本調査期

間中に検討したその他の有機成分と両物質に相関性

は認められなかった。 

 我々の知る限り，日本国内のPM2.5調査で脂肪酸類を

分析した事例は熊谷ら27)，伏見ら30)と少なく，以後も

分析データの蓄積を進めていく。 

 

3.2.6 グリセリド類 

 グリセリド類は食用油などに含まれることから調

理由来と考えられる。Fig.4(f)に示したように，2014

年度から2016年度の3地点におけるΣグリセリド類は，

4.7〜44ng/m3の範囲であった。Σグリセリド類は，勝

浦で比較的高濃度に検出される調査期間があり，当該

期間では近辺の民家や飲食店での調理による影響が

あった可能性がある。 

 我々の知る限り，グリセリド類については日本国内

での分析事例が無いことから，以後も分析データの蓄

積を進めていく。 

 

3.2.7 フィトステロール類 

 植物脂質として広く植物に含まれているフィトス

テロール類は植物燃焼の際に排出される有機成分と

しても近年分析されており，無水糖類に変わる植物燃

焼の指標成分として提唱する報告もある31)。 

 Fig.4(g)に示したように，2014年度から2016年度の

3地点におけるΣフィトステロール類は，0.88〜

13ng/m3の範囲であった。2015年度の調査では，多くの

サンプルで検出下限値未満であり，季節平均値がどの

地点でもほぼ変わらない値であった。2016年度の調査

では，無水糖類やメトキシフェノール類と同様，秋季
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・冬季に濃度が高い傾向を示した。同年度の秋季の勝

浦で測定されたフィトステロール類の3物質はいずれ

もその他の2地点と比べて濃度が高い傾向を示した。 

 我々の知る限り，日本国内のPM2.5調査で熊谷ら27)に

よるβ-シトステロールの分析事例以外にフィトステ

ロール類の分析例が無いことから，以後も分析データ

の蓄積を進めていく。 

 

4．結言 

 本研究では，2014年度から2016年度までの四季（常

時監視のPM2.5成分測定の試料捕集期間）に，市原（工

業地帯），勝浦（バックグラウンド）及び富津（工業

地帯）の3地点でPM2.5を捕集し有機成分等の分析を行

った。分析対象は，ジカルボン酸類，無水糖類，メト

キシフェノール類，α-ピネン由来BSOA，脂肪酸類，

グリセリド類，フィトステロール類等の24物質であった。 

 ジカルボン酸類については，冬季は春季・夏季・秋

季と比べて低い傾向であったことから，冬季は他の季

節と比較して光化学反応が起こりにくい大気環境で

あると考えられた。また，ジカルボン酸類の中ではシ

ュウ酸が全体の約60〜80%であった。植物燃焼の指標

成分である無水糖類は春季・夏季に比べて秋季・冬季

に高い傾向であり，無水糖類の約80〜90%はレボグル

コサンであった。さらに植物燃焼の指標成分であるメ

トキシフェノール類やフィトステロール類も秋季・冬

季で相対的に高い傾向が認められたことから，当該期

間は田畑など行われている野焼きがPM2.5に寄与して

いると推察された。α-ピネン由来BSOAであるピノン

酸については，ジカルボン酸類と同様で春季・夏季・

秋季に比べて冬季で低くなる傾向を示し，冬季は他の

季節と比較して光化学反応が起こりにくい大気環境

であると考えられた。また，脂肪酸類，グリセリド類

については，調査時期によって数十ng/m3の濃度レベル

で検出された。 

 有機成分によっては，濃度変動が調査地点によって

異なっていた。有機成分は低濃度であっても，PM2.5の

発生源の特定や大気環境中での挙動の解析に有用で

ある。このことから，調査地点による有機成分の特徴

を解明することで，地点特有の発生源の把握や環境中

での挙動を理解する上での手掛かりとなり得ること

が期待されることから，以後も分析や解析を進めていく。 

 

5．引用文献 

1) 上田佳代：微小粒子状物質の健康影響．大気環境

学会誌，46，A7-A13，2011 

2) IARC：Outdoor air pollution a leading 

environmental cause of cancer deaths. Press 

release, 211, 2013 

3) 環境省：平成27年度大気汚染状況について（一般

環境大気測定局，自動車排出ガス測定局の測定結果

報告）, 平成29年3月28日報道発表, 2017 

4) 環境省：微小粒子状物質の国内における排出抑制

策の在り方について（中間取りまとめ）及び意見募

集（パブリックコメント）の結果について, 平成27

年3月31日報道発表, 2015 

5) Ichikawa Y., Naito S., Ishii K., Oohashi H.

：Seasonal variation of PM2.5 components observed 

in an industrial area of Chiba Prefecture, Japan. 

Asian Journal of Atmospheric Environment, 9, 

66-77, 2015 

6) White W.H., Roberts P.T.：On the nature and 

origins of visibility-reducing aerosols in the 

Los Angels air basin. Atmospheric Environment, 

11, 803-812, 1977 

7) Turpin B.J., Lim H.：Species contributions to 

PM2.5 mass concentrations: Revisiting common 

assumptions for estimating organic mass. Aerosol 

Science and Technology, 35, 602-610, 2001 

8) Harrison R.M., Jones A.M., Lawrence R.G.：A 

pragmatic mass closure model for airborne 

particulate matter at urban background and 

roadside sites. Atmospheric Environment, 37, 

4927-4933, 2003 

9) Bae M., Schauer J.J., Turner J.R.：Estimation 

of the monthly average ratios of organic mass to 

organic carbon for fine particulate matter at an 

urban site. Aerosol Science and Technology, 40, 

1123-1139, 2006 

10) El-Zanan H.S., Lowenthal D.H., Zielinska B., 

Chow J.C., Kumar N.：Determination of the organic 

aerosol mass to organic carbon ratio in IMPROVE 

samples. Chemosphere, 60, 485-496, 2005 

11) El-Zanan H.S., Zielinska B., Mazzoleni L.R., 

& Hansen D.A.：Analytical Determination of the 

Aerosol Organic Mass-to-Organic Carbon Ratio. 

Journal of the Air & Waste Management Association, 

59, 58-69, 2009 

12) Schurman M.I., Lee T., Desyaterik Y., 

Schichtel B.A., Kreidenweis S.M.：Transport, 

biomass burning, and in-situ formation 

contribute to fine particle concentrations at a 

remote site near Grand Teton National Park. 

Atmospheric Environment, 112, 257-268, 2015 

13) Ichikawa Y., Naito S.: Chemical compositions



 

＜報文＞ 2014年度から2016年度に千葉県で分析されたPM2.5中の有機成分 

 
210 

  

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 67 

 of primary PM2.5 derived from biomass burning 

emissions. Asian Journal of Atmospheric 

Environment, 11, 79-95, 2017 

14) 千葉県県土整備部：平成27年度道路・街路交通

情勢調査 一般交通量調査基本集計表, 2017 

15) 市川有二郎, 井上智博, 大橋英明, 渡邊剛久, 

石井克巳, 内藤季和: 2013年11月4日に東日本とし

て初めて注意喚起が実施された千葉県のPM2.5高濃

度エピソードの要因推定. 大気環境学会誌, 50, 

152-165, 2015 

16) Kawamura K., Kasukabe H., Barrie L. A.：Source 

and reaction pathways of dicarboxylic acids, 

ketoacids and dicarbonyls in arctic aerosols: 

One year of observations. Atmospheric 

Environment, 30, 1709-1722, 1996 

17) Kawamura K., Bikkina S.：A review of 

dicarboxylic acids and related compounds in 

atmospheric aerosols: Molecular distributions, 

sources and transformation. Atmospheric 

Research, 170, 140-160, 2016 

18) Kawamura K., Tachibana E., Okuzawa K., 

Aggarwal S., Kanaya Y., Wang Z.：High abundances 

of water-soluble dicarboxylic acids, 

ketocarboxylic acids and α-dicarbonyls in the 

mountaintop aerosols over the North China Plain 

during wheat burning season. Atmospheric 

Chemistry and Physics, 13, 8285-8302, 2013 

19) Kawamura K., Kaplan I.R.：Motor exhaust 

emissions as a primary source for dicarboxylic 

acids in Los Angeles ambient air. Environmental 

Science & Technology, 21, 105-110, 1987 

20) Rogge W.F., Mazurek M.A., Hildemann L.M., 

Cass G.R., Simoneit B.R.T.：Quantification of 

urban organic aerosols at a molecular level: 

Identification, abundance and seasonal 

variation. Atmospheric Environment, 27, 

1309-1330, 1993 

21) Simoneit B. R. T., Schauer J. J., Nolte C. G., 

Oros D. R., Elias V. O., Fraser M. P., Rogge W. 

F., Cass G. R.: Levoglucosan, a tracer for 

cellulose in biomass burning and atmospheric 

particles. Atmospheric Environment, 33, 173-182, 

1999 

22) Schmidl C., Bauer H., Dattler A., 

Hitzenberger R., Weissenboeck G., Marr I.L., 

Puxbaum H.：Chemical characterisation of 

particle emissions from burning leaves. 

Atmospheric Environment, 42, 9070-9079, 2008 

23) Hennigan C.J., Sullivan A.P., Cllett Jr. J.L., 

Robinson A.L.：Levoglucosan stability in biomass 

burning particles exposed to hydroxyl radicals. 

Geophysical Research Letters, 37, L09806, 2010 

24) Ikemori F., Honjyo K., Yamagami M., Nakamura 

T.: Influence of contemporary carbon originating 

from the 2003 Siberian forest fire on organic 

carbon in PM2.5 in Nagoya, Japan. Science of the 

Total Environment, 530-531, 403-410, 2015 

25) Fabbri D., Torri C., Simoneit B.R.T., 

Marynowski L., Rushdi A.I., Fabiańska M.J.：

Levoglucosan and other cellulose and lignin 

markers in emissions from burning of Miocene 

lignites. Atmospheric Environment, 43, 

2286-2295, 2009 

26) Simoneit B.R.T.：Biomass burning - a review 

of organic tracers for smoke from incomplete 

combustion. Applied Geochemistry, 17, 129-162, 

2002 

27) 熊谷貴美代, 田子博, 齊藤由倫, 工藤慎治, 飯

島明宏：PM2.5発生源寄与解析の高度化を目指した誘

導体化-GC/MS法による有機マーカー多成分測定法

の確立. 全国環境研会誌, 42, 10-15, 2017 

28) Fu P., Kawamura K.：Diurnal variations of 

polar organic tracers in summer forest aerosols: 

A case study of a Quercus and Picea mixed forest 

in Hokkaido, Japan. Geochemical Journal, 45, 

297-308, 2011 

29) Yang F., Kawamura K., Chen J., Ho K., Lee S., 

Gao Y., Cui L., Wang T., Fu P.：Anthropogenic and 

biogenic organic compounds in summertime fine 

aerosols (PM2.5) in Beijing, China. Atmospheric 

Environment, 124, 166-175, 2016 

30) 伏見暁洋, 齊藤勝美, 古山昭子, 佐藤圭, 藤谷

雄二, 田邊潔, 高見昭憲：野焼きシーズンにおける

大気PM2.5中の野焼きマーカー濃度と酸化ストレス

強度. 第57回大気環境学会年会講演要旨集, 336, 

2016 

31) Fushimi A., Saitoh K., Hayashi K., Ono K., 

Fujitani Y., Villalobos A.M., Shelton B.R., 

Takami A., Tanabe K., Schauer J.J.：Chemical 

characterization and oxidative potential of 

particles emitted from open burning of cereal 

straws and rice husk under flaming and smoldering 

conditions. Atmospheric Environment, 163, 

118-127, 2017 



 

＜環境省ニュース＞環境研究総合推進費の行政ニーズについて 
211 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 

68 

＜環境省ニュース＞ 

 

環境研究総合推進費の行政ニーズについて 

 

環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室 

 

 

 

環境研究総合推進費（以下「推進費」という。）は環

境政策貢献型の競争的研究資金であり，研究課題の募集

にあたっては環境省が設定した行政ニーズに沿った研究

開発の推進を求めています。 

 推進費の平成30年度新規課題公募にあたり，環境省が

整理した研究課題に関する行政ニーズを下記の通り紹介

します。5領域（統合領域，低炭素領域，資源循環領域，

自然共生領域，安全確保領域）について整理しており，

中には，地方公共団体から提案をいただいた行政ニーズ

も含まれております。行政ニーズの設定に当たっては，

有識者で構成された環境省の委員会の意見を聞いており

ます。 

 

１．統合領域 

○災害廃棄物発生量推計のための空撮画像等を活用した

迅速な損壊建物数把握手法の開発 

【背景・必要性】平成28年熊本地震において，公共イン

フラの被災や余震の頻発のため，被害の全容の把握

が困難であるとともに，被災した建物棟数が膨大で

あったため，り災判定に時間を要した。首都直下地

震のように被災地に立ち入りが困難な災害や南海ト

ラフ巨大地震のように被害が広範囲の災害において

も迅速に災害廃棄物処理を開始するため，建物被害

の早期における高精度推計が必要である。 

【目的・目標】人工衛星等による画像を解析し，災害廃

棄物の発生量が推計可能となるように被害状況を分

類した上で，被害状況毎の建物被害棟数を迅速に推

計する手法を開発する。首都直下地震と南海トラフ

地震については，観測画像と震度情報等の異種情報

融合により，発災から1週間程度で無被害から倒壊に

いたる被害を判定することを目標とする。 

【内容】 

① 人工衛星，SAR，空撮等により取得した画像の単

時期／2時期解析手法の開発 

② 画像解析による建物の被害程度（全壊，大規模半

壊，半壊，一部損壊）の判定手法の開発 

【成果の活用方法等】災害が発生した際に，本研究成果

を活用して，速やかに建物被害の全容を把握し，災

害廃棄物処理のための初動対応方針策定に活用する。 

 

○南海トラフ巨大地震等の大規模災害を想定した処理困

難物の適正処理システムの開発 

【背景・必要性】平成29年3月に災害廃棄物対策推進検討

会において，今後の災害廃棄物対策検討の進め方が

とりまとめられ，南海トラフ巨大地震の発生に備え，

熊本地震や関東・東北豪雨災害等の教訓を踏まえた

処理困難物等の適正処理の必要性が改めて示された。 

【目的・目標】広範囲に大量に発生する有害物質・危険

物及び処理困難物（石綿，太陽光パネル，石膏ボー

ド，廃農薬など）の処理戦略策定手法を開発する。 

【内容】 

① 南海トラフ巨大地震発生直後における有害物質

・危険物及び処理困難物（石綿，太陽光パネル，

石膏ボード，廃農薬など）の飛散・流出状況シミ

ュレーションモデルの開発 

② 有害物質・危険物及び処理困難物の二次災害防止

のための収集・管理技術・システムの開発 

③ 有害物質・危険物及び処理困難物を適正に処理す

るために求められる仮置場での環境対策及び処理

施設（仮設処理施設を含む）の技術用件を整理す

る。 

【成果の活用方法等】本研究成果を活用して，災害廃棄

物対策指針（平成26年3月廃棄物・リサイクル対策部）

を改訂し，自治体における災害対応力の強化を推進

する。 

得られた成果を踏まえつつ，今後さまざまな種類

の災害に対応できるよう，地震や津波災害，雪害，

水害，土砂災害，火山噴火等の災害の特徴を整理し

た上で，手法の一般化を行う。 

 

○地方自治体の危機耐性を考慮した災害廃棄物処理実施

能力強化手法の開発 

【背景・必要性】平成27年関東・東北豪雨災害，平成28

年熊本地震等において，行政力が小さい市町村にお
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いて初動時から災害廃棄物分野における対応が遅れ

る事態が発生しており，国や県等のプッシュ型支援

が必要であった。これらの自治体は平時から廃棄物

担当職員が少なく，平時の準備も十分にできていな

い。日本全体の災害対応力向上のため，これら行政

力の小さい自治体の行政力の強化が必要である。 

【目的・目標】過去の災害廃棄物処理に関する事例調査

・分析を実施したうえで，災害廃棄物処理の中核を

担う自治体の行政力を評価する手法を検討する。検

討した手法を活用して，行政力が小さい自治体にお

いても災害時に近隣自治体からの支援を受けて廃棄

物対策が実施可能となるよう，自治体の災害廃棄物

処理の実施能力を評価・分析する手法の開発に加え，

行政を運営するための人材の育成，課題解決を支援

するソーシャルウェアを開発を行うことを目的とす

る。 

【内容】 

① 自治体の災害対応力の評価手法の開発 

② 自治体の災害対応力の強化のための支援プログ

ラムの開発 

【成果の活用方法等】災害に備えて，地方公共団体が実

施すべき人材育成等に関するマニュアル等を作成し，

地方公共団体に周知する。 

 

○人口減少，高齢化などの社会情勢を踏まえたIoT等の活

用も含めた持続可能な生活排水処理システム構築に関

する研究 

【背景・必要性】未だ1,300万人の汚水処理施設の未普及

人口が人口分散地域に多く残存しているが，集合処

理から分散処理に見直された区域について，公共が

積極的に関与して汚水処理を早期概成させようとす

る動きは数少ない。そこで，汚水処理施設の早期概

成を図るため，浄化槽の公共サービスとしての社会

的意義，整備加速化のための取組効果等を明らかに

し，地方自治体が主体的かつ効果的に浄化槽の整備

・維持管理に取り組むよう促す必要がある。 

【目的・目標】2050年の生活排水処理システムの将来像

を見据えた上で，浄化槽の果たすべき社会的役割と

考えられる施策の影響・効果を整理し，自治体にお

いて採用しうる効果的な施策について情報を提供す

る。 

【内容】浄化槽未普及解消のための公共関与のあり方や

今後の人口減少や高齢化等の社会情勢を鑑み，例え

ば維持管理を効率的に行うためのIoTの活用や低コ

ストで単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への改造

等，汚水処理施設の早期概成を図り，持続可能な生

活排水処理システム構築の検討を行う。さらに，単

独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る施

策について，考えられる施策ごとに社会的影響・便

益の評価検討を行う。【成果の活用方法等】災害に

備えて，地方公共団体が実施すべき人材育成等に関

するマニュアル等を作成し，地方公共団体に周知す

る。 

【成果の活用方法等】浄化槽の公共サービスとしての社

会的意義の評価手法・結果や，整備加速化のための

取組効果等を地方自治体等に配布し，地方自治体の

浄化槽行政への公的関与の強化促進を図る。 

 

○社会教育施設の連携による環境教育の効果測定・評価

に関する研究開発 －生物多様性に配慮した社会に向

けて－ 

【背景・必要性】2020年の「愛知目標」の達成，さらに

はその先のポスト愛知目標を見据えて，一人ひとり

の日常の暮らしや社会全体で生物多様性について意

識し，意思決定や行動に反映する「生物多様性の主

流化」を実現することが必要である。生物多様性の

主流化にあたり，国連生物多様性の10年日本委員会

（UNDB-J）においても，特に，図書館，博物館，動

物園，水族館，植物園といった社会教育施設が連携

した環境教育の必要性が指摘されている。 

【目的・目標】身近に存在する図書館，博物館，動物園，

水族館，植物園といった様々な社会教育施設が連携

した，生物多様性に関する環境教育の手法について，

広く全国的に普及させるために必要となる，教育，

社会といった観点からの，多角的な効果測定・評価

プログラムを開発する。 

【内容】様々な社会教育施設が連携した，生物多様性に

関する環境教育の手法を収集整理する。これらの情

報を基に，国民の生物多様性に関する理解促進・行

動変容に効果的と考えられる要素（内容，地域特性，

連携手法等）を，教育学，社会学等の観点から分析

し，環境教育手法に関する効果を測定・評価するプ

ログラムを開発する。 

【成果の活用方法等】生物多様性に関する環境教育の手

法に関する効果測定・評価プログラムの開発を通じ

て，各社会教育施設における環境教育手法を客観的

に評価することが可能となる。また，その結果を活

用し，各施設において，対象者の行動変容をもたら

すためにより効果的となる手法の開発や，様々な施

設間の連携した取組を促進することにつながる。 

 

○実環境における自動車から発生する音の低減に向けた
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新たな対策手法の研究 

【背景・必要性】自動車から発する騒音は，累次の規制

強化により大幅に低減されているが，環境基準は未

達成であり，自動車の音に関する苦情も依然として

存在する。そのため，自動車から発生する音に関す

る新たな対策の必要性について，中央環境審議会の

委員からも指摘を受けている。また，我が国の自動

車騒音規制は国際基準を採用しているが，自動車騒

音の国際的な議論の関心は，実環境に効果がある騒

音低減対策が重要との認識に移りつつある。 

【目的・目標】自動車分野や環境工学分野等における自

動車騒音の低減技術の知見の蓄積を行うとともに，

国際的な動向を考慮しつつ，実環境の自動車騒音を

適切に評価する自動車騒音規制のあり方や効果的に

改善する新たな対策について検討する。 

【内容】実環境の走行状態における自動車騒音の大きさ

や音源別の寄与を把握しつつ，自動車単体以外の要

因が実環境の自動車騒音に与える影響等を研究し，

今後の自動車騒音を効果的に低減させる自動車単体

対策，単体対策以外の騒音対策，それぞれの評価方

法等，新たな自動車騒音対策手法を研究する。 

【成果の活用方法等】中央環境審議会における自動車騒

音規制見直しの審議に反映させ，実環境の騒音を適

切に評価し，かつ効果的に改善できる規制見直し案

を検討する。また，国際会議で提案を行い，我が国

が主導して国際基準の自動車騒音規制の見直しを行

う。 

 

２．低炭素領域 

○環境中に排出された排水中の有機性汚濁負荷を起源と

するCH4・N2O発生メカニズムの解明及び排出削減方策

の研究 

【背景・必要性】温室効果ガス排出量算定方法検討会廃

棄物分科会において，生活・産業排水の処理水中に

含まれる有機性汚濁負荷を起源とするN2O排出につ

いて検討を行っているが，排出係数を精査に関して

研究を行うべきとの意見がある。当該排出係数に関

しては，現在，国際ガイドラインのデフォルト値を

用いて算定しているが，科学的な検証を行い我が国

の実態を反映したものとする必要がある。 

【目的・目標】研究期間中に，わが国において環境中に

排出された有機性汚濁負荷を起源とするCH4・N2O排

出メカニズムを解明してその全国的な排出量を明ら

かにするとともに，排出量を効率的・効果的に削減

するための方策を，定量的な削減効果や副次的に得

られるコベネフィットとともに整理する。 

【内容】「公共用水域に排出された排水中に含まれる有

機性汚濁負荷が水中で分解される際のCH4・N2O発生

メカニズムの解明」，「排水中に含まれる有機性汚

濁負荷とCH4・N2O発生量の解明」，「排水先のコン

ディション等，排出係数に影響する因子の解明」，

「わが国に適用するCH4・N2O排出係数の提案」，「CH4

・N2O排出量の削減方策の検討」等を行う。 

【成果の活用方法等】関係各省（国土交通省を想定）及

び省内関係部課室（水環境課，浄化槽推進室等）と

の協議のもと，得られた成果を温室効果ガス排出量

算定方法検討会廃棄物分科会での検討を経て，開発

した新たなCH4・N2O排出係数をわが国のインベント

リに反映する。また，本研究で整理する削減対策を

非エネルギー起源温室効果ガス排出削減として，地

球温暖化対策計画への位置づけを検討する。（地球

温暖化対策計画では，少なくとも３年ごとに目標及

び施策について検討を加え，その結果必要に応じて

見直しを行うこととなっている。） 

 

○気候変動の影響予測の精緻化に向けた国際的に整合さ

れた社会経済シナリオの構築に関する研究 

【背景・必要性】従来，気候影響の予測研究では，ハザ

ード(災害外力)の予測に主眼が置かれ，人口や産業

構造等の社会経済状況の変化による暴露及び脆弱性

の将来変化を適切に想定した研究が十分に実施され

て来なかった。その一因に，社会経済シナリオの開

発・流通の不足がある。現在IPCC AR6(2021年公表予

定）に向け共通社会経済シナリオ(SSP)が提案されて

おり，我が国でも対応する国・地域規模のシナリオ

を開発し，影響・適応研究を促進することが重要で

ある。なお，本研究は「気候変動適応策を推進する

ための科学的知見と気候リスク情報に関する取組の

方針（中間取りまとめ）」(平成29年3月)において，

平成32年頃を予定している第2次気候変動影響評価

に知見をインプットすることを踏まえて実施するも

のである。 

【目的・目標】国際的なSSPに対応した国内の気候変動影

響の評価を目指し，まずは日本国内の社会経済状況

の将来変化を考慮した日本版SSPの開発を行う。また，

将来的に都道府県等の地域レベルの気候変動影響に

活用できる地域レベルのSSPを作成することを視野

に，詳細化（ダウンスケール）ツールの開発につい

ても合わせて検討する。 

【内容】適応評価に関わる社会経済シナリオ（曝露・脆

弱性）へのニーズをヒアリング等により把握する。

また海外での地域シナリオ開発の事例を調査し，日
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本版SSPの開発手順に反映する。地域詳細化ツールの

開発，国内統計・計画の整理，ステークホルダー意

見の聴取を組み合わせ，社会経済の叙述シナリオ・

定量シナリオを作成する。 

【成果の活用方法等】本研究の成果を平成32年頃に予定

している第2次気候変動影響評価(第1次気候変動影

響評価では脆弱性や暴露の変化は十分に考慮されて

いない)に活用し，政府適応計画の見直し及び科学的

な知見に基づく適応策推進の基盤とする。また，研

究の過程で成果を国内影響・適応研究コミュニティ

に随時共有することで，国内影響・適応研究の加速

化やIPCC第６次評価報告書に貢献する。 

 

○国外の気候変動影響が我が国の社会経済活動にもたら

すリスクに関する研究 

【背景・必要性】近年G7やIPCC等において，気候変動の

国家安全保障への影響が指摘されている。また国外

の気候変動影響が企業のサプライチェーン等を通じ

て我が国の経済活動や食料安全保障に多大なリスク

をもたらすことが懸念されている。これまで我が国

においては国内の影響を中心に調査・分析が行われ

ており，国外の気候変動影響を起因とした我が国の

社会経済活動への影響に関する知見が乏しいため，

戦略的な調査研究の実施が求められる。なお，本研

究は「気候変動適応策を推進するための科学的知見

と気候リスク情報に関する取組の方針（中間取りま

とめ）」(平成29年3月)において，平成32年頃を予定

している第2次気候変動影響評価に知見をインプッ

トすることを踏まえて実施するものである。 

【目的・目標】世界各地で発生した気候変動による悪影

響と，その地域における社会的不安定性及び社会経

済状況の変化との因果関係を解明し，その先に想定

される我が国の安全保障や経済活動に及ぼす影響と

そのメカニズムを明らかにした上で，今後の気候変

動政策及び関連施策において日本としてとるべき対

策を提言する。 

【内容】貿易等による人的・物的なつながりや地政学的

な重要性を考慮して主にアジア地域を中心に着目し，

特に甚大な影響が想定される我が国の安全保障及び

国際的なサプライチェーンへの影響について，将来

の気候変動影響により生じうる多様なリスクを評価

・整理する。また，過去に生じた紛争や被害等とそ

の地域で生じた気候変動影響との関連性もレビュー

し，これを踏まえて将来の影響を評価する。 

【成果の活用方法等】本研究の成果は平成32年頃に予定

している第2次気候変動影響評価(第1次気候変動影

響評価では国外の気候変動影響が考慮されていない)

に活用し，政府適応計画の見直し及び科学的な知見

に基づく適応策推進の基盤とする。主にアジア太平

洋地域を中心に調査研究を実施することで，関係各

国との間で気候変動適応に関する情報基盤の構築及

び適応策推進における協力関係の構築に貢献する。 

 

○GOSAT-2等を利用したメタン放出量推定の精緻化と検   

証 

【背景・必要性】パリ協定において，各国が温室効果ガ

ス排出インベントリを報告することが義務付けられ

た。報告の透明性確保のため，「いぶき」（GOSAT）

衛星等を用いた検証が求められているが，メタン放

出量推定の研究から，実現に向けて有効観測データ

の取得量やノイズ等の課題が明らかになった。これ

らは平成30年度打上げ予定のGOSAT-2で改善見込み

であり，速やかにその効果を検証すると共にメタン

放出量推定を精緻化し，その有用性を示す必要があ

る。 

【目的・目標】GOSAT-2におけるGOSAT課題の改善，及び

メタン観測精度の向上を確認する。その上で，

GOSAT-2等の衛星プロダクトと地上観測データ等を

複合的に利用することにより，メタン放出量推定を

精緻化し，GOSAT-2の温室効果ガス排出インベントリ

検証ツールとしての有用性を示す。 

【内容】GOSAT-2によるメタン観測精度を地上観測データ

等との比較によって検証する。その上で，GOSAT-2

プロダクトや大気採集データ等を入力とした大気輸

送モデルのインバース解析を行い，その結果をレー

ザー分光分析計やタワーフラックス観測等の時空間

スケールの異なる観測データと比較・検証すること

でメタン放出量推定の精緻化を実現する。 

【成果の活用方法等】本研究によって得られるGOSAT-2

のメタン観測精度の検証結果は，GOSAT-2の温室効果

ガス排出インベントリ検証ツールとしての有用性を

示す根拠として利用できる。また，精緻化されたメ

タン排出量推定結果は，各国が排出量を検証するた

めに用いる環境省作成の検証手法ガイドブックやそ

れらを用いた途上国等への技術指導に活用する。 

 

３．資源循環型領域 

○発電効率の更なる向上を目指した廃棄物エネルギー回

収技術開発に関する研究 

【背景・必要性】我が国では，温室効果ガス削減目標と

して2030年度に2013年度比で２６％削減する地球温

暖化対策計画を策定し，取り組みを進めているとこ
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ろであり，今後，我が国の削減目標の達成に向けて，

廃棄物分野においても更なる削減対策を講じていく

必要がある。廃棄物発電については，近年高効率化

が進展してきているところであるが，今後の2050年

を見据えて更なる低炭素化を進める必要性があり，

廃棄物発電の一層の高効率化に向けた技術開発を進

める必要がある。 

【目的・目標】廃棄物エネルギーを蒸気タービン方式等

による発電により廃棄物エネルギーの回収を行う際

に，現状で導入されている技術よりもさらに高効率

で廃棄物エネルギーを安定的に回収するための技術

開発を行う。 

【内容】廃棄物エネルギーを蒸気タービン方式等による

発電を行う際に，発電効率をさらに向上させるため

に，蒸気条件（例えば4MPa・400℃）を更に高温高圧

化しても耐用できる材料開発やシステム開発を行う。

また，現状で導入されている水準よりも高効率で廃

棄物エネルギーを安定的に回収する技術開発を行う。 

【成果の活用方法等】廃棄物発電等において更なる高効

率化を図り，廃棄物エネルギーの有効利用を一層促

進することにより，地球温暖化対策計画の達成はも

とより今後の一層の低炭素社会の構築に寄与する。

また，開発した技術については，市町村等に周知す

るなど，実際の廃棄物処理施設への円滑な導入を推

進する。 

 

○既存の全連続式焼却炉において高含水率廃棄物を効率

的に焼却処分するための技術・方策の開発 

【背景・必要性】一般廃棄物には，厨芥類・草等の水分

の多いゴミがかなりの割合で含まれており，また，

雨天時に回収する家庭ゴミも水分を多く含む。これ

らの高含水率廃棄物は，安定燃焼の阻害・燃焼温度

低下・熱量ベースでのバイオマス比率の低下等をも

たらし，ボイラー効率の低下・発電量の低下・温度

変動による焼却炉設備の劣化等の問題が発生し，一

般廃棄物焼却施設の健全運営の障害となっている。

ついては，これらの廃棄物の水分量を減らす方策を

検討する必要がある。 

【目的・目標】被焼却廃棄物の水分量を焼却炉投入前に

有意に低下させる研究開発を行うことにより，安定

したボイラー稼働，高効率な廃棄物エネルギー回収

し，二酸化炭素排出抑制等の促進を目的とする。ま

た，副次的な目標として，バイオマス熱量比率の上

昇によるFIT売電収入の増加も視野に入れる。 

【内容】既存の全連続式焼却炉に導入可能な規模の研究

開発を想定する。現状で想定される廃棄物の水分量

低下策（廃熱による乾燥等）のほか，他の効果的に

水分量を減らす方策（メタン発酵残渣の圧縮脱水等）

についても研究開発対象とする。また，各研究開発

においては，実現可能性やマテリアルバランス，エ

ネルギー収支，経済性等の定量評価のほか，自動燃

焼制御装置の安定性や設備管理の容易さ等の定性評

価も行うこととする。 

【成果の活用方法等】経済的もしくは炭素収支的に十分

なリターンが見込まれる研究開発成果により，廃棄

物焼却施設への導入促進が期待できる。結果，（1）

に記載の諸問題解決の一助となるほか，廃棄物焼却

施設の熱効率が底上げされることにより，将来的に

ごみが減少した時点においても高い発電効率ポイン

トでの施設稼働も可能となるなど，幅広い場面で活

用できる。 

 

○ 終処分場の立地促進に向けた重金属等の有害廃棄物

の 終処分方法についての研究 

【背景・必要性】従来，各種の有害廃棄物は安定化等の

処理をした上で管理型 終処分場に埋め立てられ，

安定化（処分場からの有害物質排出濃度の低減）に

基づく管理がなされてきた。しかし，重金属等の有

害廃棄物については，より集約的な管理，限りなく

ゼロに近いリスク受容など， 終処分の安全志向は

さらに高まる可能性があり，環境中への有害物質移

動量を可能な限り抑制可能な 終処分方法を提案す

ることが必要である。 

【目的・目標】 終処分環境下における環境中への有害

物質移動量の制御を可能とする 適な 終処分方法

を提案する。 

【内容】有害物質移動量の制御を可能とする複数の処分

方法（埋立前処理方法， 終処分方法）を適用した

場合における重金属（カドミウム，鉛等）をはじめ

とする有害物質の環境中（大気，水系）への移動量

について，シミュレーション又は処分場を模擬した

試験等により検証する。また，これらの検証結果に

基づき，水銀の長期的な管理方策の検討状況も参考

にしつつ，処分環境下での環境移動量の制御を意識

した，自然地盤の評価，埋め立て前処理方法，機能

回復のための修復技術等の 適な処分方法及び重金

属類の長期にわたる溶出等による地盤での自然減衰

の観測等の管理方法を提案するとともに留意点を整

理する。 

【成果の活用方法等】 終処分場の逼迫状況が続いてい

るが，有害物質移動量の制御を可能とする 適な

終処分方法を明らかにすることにより，地域住民等
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の安全・安心を確保し，同手法を適用した 終処分

場の立地が進むことが期待される。 

 

○プラスチックの3R高度化に向けたシステム 適化に関

する研究 

【背景・必要性】プラスチックは，現行制度では，容器

包装，家電，自動車等の個別リサイクル法により別

々に回収・リサイクルされているほか，個別リサイ

クル法ルートに乗らない産業用，家庭用プラスチッ

ク製品も存在する。プラスチックの３Rを高度化する

ためには，このような多様な製品群を，分野横断的

に効率的かつ効果的にリサイクルする仕組みを構築

する必要がある。仕組みの構築に当たっては，近年，

プラスチックの惹起する海洋ごみ問題への対応とし

て海洋への流出を防ぐ仕組みや，焼却せざるを得な

いプラスチックに使用することとされているバイオ

マスプラスチックも考慮する必要がある。 

【目的・目標】国内で発生するプラスチックについて，

実際の排出の形態，物の性状，現行制度等を勘案し

つつ，国内の３R高度化に向けたシステム構築を行う。

その際，海洋への流出の削減，バイオマスプラスチ

ックの利用も考慮する。 

【内容】国内で発生するプラスチックについて，実際の

排出の形態，物の性状，リサイクル技術の動向や再

生材のマーケット等の状況も踏まえ，付加価値の高

い純国産資源として資源効率性を 大限高め，CO２

削減等の環境負荷低減やバイオマスプラスチックの

有効的な活用方法を視野に入れた，海洋ごみの防止

にもつながる 適な分別・リサイクル手法の組み合

わせなどの回収・３Rシステム，制度の研究を行う。 

【成果の活用方法等】成果をステークホルダーと広く共

有するとともに，成果を踏まえた具体的な社会実証

等を実施し，プラスチックに関する３Rの高度化を総

合的に実現するための制度設計上の課題整理及びそ

れら課題を踏まえた政策の立案を実施する。 

 

○食品ロス削減による経済便益等の評価手法の開発 

【背景・必要性】平成28年５月のG７環境大臣会合で取り

まとめられた「富山物質循環フレームワーク」でも，

SDGｓを踏まえ，G７各国が食品ロス・食品廃棄物の

小化及び再生利用・エネルギー利用に向けたイニ

シアティブを加速するとされた。持続的に食品ロス

削減を進めていくためには，これまでの環境面での

重要性や効果の説明だけでなく，削減による経済便

益の見える化も行うことで，様々な主体の食品ロス

削減行動を促進する必要がある。 

【目的・目標】本研究では，食品ロス削減による，発生

段階ごとの経済便益の指標を開発することを目標と

し，個人や地方自治体，事業者の食品ロス削減行動

を促進する動機付けとして活用できる情報として整

理する。 

【内容】小売段階，消費段階等の様々な場面において，

食品ロスの発生による個人や地方自治体，事業者自

身の経済的損失や，波及的に他者に与える影響を試

算し，その削減による効果を分析することで，段階

別の食品ロス発生重量当たりの経済損失等の評価手

法を開発する。 

【成果の活用方法等】食品ロス削減の重要性が国民生活

に浸透し，自立的な取組が進むような社会を実現す

ることで，SDGｓのターゲットを達成する。 

 

○環境インフラシステムの海外輸出展開による経済・環

境改善効果に関する研究 

【背景・必要性】アジア等諸国では人口増加や経済成長

に伴い，廃棄物，生活衛生，公害問題，温暖化対策

等の環境問題が緊急の課題になっているが，課題解

決に見合う環境インフラが整備されていない。他方，

我が国は，優れた環境技術や伴う制度など環境イン

フラシステムを所有しており，こうした我が国の環

境インフラシステムの海外展開輸出は，世界の環境

向上に貢献するだけでなく，インフラ輸出を通じ我

が国経済へも寄与する。今般の「インフラシステム

輸出戦略」等でも環境インフラシステム輸出が新た

に国家戦略の一つとなったところである。しかしな

がら，環境インフラシステム輸出に関し，その経済

・環境改善効果等のポテンシャル評価の研究例が乏

しい。本研究で得た成果を，根拠材料とし，内外へ

の政策へつなげ環境インフラシステム輸出を推進す

る。 

【目的・目標】環境インフラ輸出に係る環境改善効果・

経済効果・SDGsへの貢献その他の便益に加え，他国

の環境インフラ輸出推進策やその実態も参考にしな

がら，我が国のブランディングや情報戦略，ファイ

ナンス推進，国内外の推進体制整備等の推進方策等

の基盤的情報を整備する。 

【内容】我が国の輸出する環境インフラの導入に伴う環

境改善効果の把握や，経済モデルを用いたその経済

効果・波及効果を定量的に分析する。また，定量的

側面・定性的側面の両方を備えたSDGsへの貢献等を

把握するとともに，国際比較の観点から，他国の環

境インフラ輸出推進策やその設備性能や維持管理状

況等の実態調査・分析，投資条件，法制度等の障壁
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の特定など基盤的な研究を行う。 

【成果の活用方法等】研究によって得られた成果を活用

し，政府の関連戦略・計画や学会等の研究者コミュ

ニティ，国際コミュニティの知見等の一層の強化を

図るとともに，国内外の関係者と必要な体制整備等

の連携を強化する。また，関係国際機関等とも連携

しつつ，インフラ輸出相手国関係者に対し，我が国

の環境インフラシステム輸出による便益を戦略的に

発信し，環境インフラシステム輸出を促進する。 

 

４．自然共生領域 

○洋上風力発電所等における海生生物及び海鳥類等の環

境影響評価に係る環境調査手法の開発 

【背景・必要性】洋上風力発電は，平成28年５月に閣議

決定された「地球温暖化対策計画」において，中長

期的にはその導入拡大が必要不可欠とされており，

地球温暖化対策を推進する上で重要である。特に沖

合に設置される洋上風力発電の環境影響評価に関す

る技術手法に関しては，知見が少ない状況にあるた

め，実用的かつ効果的な環境影響評価に関する技術

手法の開発を行い，環境に配慮した洋上風力発電の

導入に資するものとする。 

【目的・目標】風力発電に関しては近年ポテンシャルの

高い沖合の洋上に立地する計画等があるが，特に沖

合に関しては，環境影響評価の技術手法に関する知

見が陸上の風力発電所に比べて少ないとの指摘があ

る。このため，特に沖合における風力発電所におけ

る実用的かつ効果的な環境影響評価の調査等に関す

る技術手法を開発する。 

【内容】洋上風力発電事業の環境影響評価において効果

的な調査等の実施が可能となるよう，既存の知見や

諸外国の状況等を踏まえ，我が国の海洋環境の特性

や，海域において実施される事業の特性に応じた調

査手法（海域の動植物・生態系等に関する調査手法）

の開発を行う。 

【成果の活用方法等】環境影響評価手続において，事業

者，地方公共団体，有識者及び住民等が，洋上風力

発電に関する環境影響評価の調査等に関する技術手

法の知見を共有することにより，個別の事業におい

て実行可能でありかつ効果的な調査等を実施し，適

切な環境配慮を確保するよう促していくことができ

る。 

 

○管理活動の副産物として発生するバイオマス等の利活

用を含む包括的な里山管理を持続的に行っていくため

の地域社会モデルの確立 

【背景・必要性】第3次循環型社会推進基本計画（平成25

年5月）において「自然共生圏の考え方も取り入れな

がら（中略）具体化させていく必要がある」とされ

た「地域循環圏」づくりについては，同計画の第3

回点検結果（平成29年5月）において，「地域の各主

体で連携して（中略）取組を強化する必要がある」

とされたところであり，来春とりまとめ予定の第4

次計画の下，いよいよ本格的に具体化を進めていく

必要がある。そのためには，要素技術の開発やモデ

ル的な試行，あるいは，先進地域のみでの実施に終

始せず，より広範な地域で取り組みうる（すなわち，

「特別」ではない「普通」の地域でも実施可能な）

地域社会モデルを確立する必要がある。 

【目的・目標】「首長が特に熱心である」などの「特別」

の要素がない「普通」の地域であっても着手し，か

つ，持続的に実施していけるような包括的里山管理

活動（管理活動の結果として生ずるバイオマス等の

利活用を含む）に関する地域社会モデルの確立。 

【内容】管理活動の結果として生ずるバイオマス等の利

活用を含む包括的な里山管理活動に関しては，これ

までにも，木質系バイオマスのエネルギー利用や堆

肥利用など，いくつかの要素技術が確立されている

が，それらの技術を有効に活用できているのはごく

一部の地域に限られていることから，より多くの地

域で活用できるような，よりシンプルな地域社会モ

デルを確立する。 

【成果の活用方法等】確立された地域社会モデルを広く

周知し，全国の地域における取組を促すことによっ

て，地域循環圏づくりの具体化を促進し，もって中

央環境審議会からの課題に応えるとともに，低炭素

化・温暖化対策にも寄与する循環型社会の実現と地

域の活性化という政策目標を実現する。 

 

○大規模白化現象に対応するサンゴ群集の保全再生技術

の開発 

【背景・必要性】気候変動に脆弱なサンゴ礁生態系の保

全は国際的に重要な課題である。我が国でも平成28

年に高水温により過去 大級の白化現象が発生し，

特に石西礁湖では９割以上が白化し大部分が死亡し

た。環境省は平成29年4月にサンゴ大規模白化緊急対

策会議を開催し「サンゴの大規模白化に関する緊急

宣言」をまとめた。緊急宣言では，気候変動の緩和

が不可欠であるとともに，気候変動の影響への適応

策が重要とされ，モニタリングの推進，将来予測等

を踏まえた優先的に保全すべき地域の特定，陸域か

らの負荷対策の強化等に加え，特に緊急性が高い取
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組として「サンゴ群集の再生の促進」が挙げられ，

サンゴ群集の保全再生技術の開発が急務とされた。 

【目的・目標】深刻なサンゴ大規模白化現象に緊急的に

対応するための方策の一つとして，サンゴ群集の保

全再生技術の調査研究を実施し，生物多様性の観点

を十分に踏まえつつ，実際の自然再生事業の現場で

の活用に向けた提案を行う。 

【内容】サンゴ大規模白化に対応するための方策の一つ

として，サンゴ群集の再生に関する効果的な技術に

関して，既存技術の現場への適用検証又は新たな技

術の研究開発・実証を行い，いかなる環境状況に，

当該技術を適用するのが有効かを示す。新たな技術

の研究開発には，サンゴ幼生の大量生産技術等に加

え，新たな高温耐性サンゴの研究開発・活用等，サ

ンゴ移植・養殖等の積極的な生態系機能を維持する

ための代替技術の開発を含むものとする。 

【成果の活用方法等】「サンゴの大規模白化現象に関す

る緊急宣言」において緊急に推進すべきとされた取

り組みの一つである「サンゴ群集の再生の促進」の

取組のフォローアップとして成果を活用し，環境省

のサンゴ礁生態系再生への活用や取組主体への情報

提供を通じて，サンゴの大規模白化現象に対し，長

期的なサンゴ礁生態系保全を推進する。 

 

○地域・民間が主体となった希少種保全活動の価値の評

価手法の開発 

【背景・必要性】平成29年の種の保存法改正により創設

された特定第二種の多くが里地里山に生息している

こと，今後保全対象種が増加し行政のみでは対応し

きれないことから，地域・民間（NPOや企業等）が主

体となった活動をより一層促進していく必要がある。

活動による社会的効果の評価手法は存在する一方，

活動による種の保全への貢献量を定量的に評価し，

追加的コストと比較する手法は確立されておらず，

効果的な活動の促進の妨げとなっている。 

【目的・目標】地域・民間が主体となった希少種の保全

活動に係る価値の評価を，可能な限り定量的かつ簡

易に実施できる手法を開発し，真に効果のある活動

の選択・継続・改善や資源動員（予算・労力）の意

思決定に役立て，多様な主体による活動を全国的に

促進し，もって全国的な希少種の保全に寄与する。 

【内容】 

①種の属性（レッドリストのランクや分類等）や活

動内容（地域や手法等）に応じた活動による種の

保全への貢献量を定量的かつ簡易に評価するため，

環境経済学的な手法と生物学的な手法を組み合わ

せて，新たなインデックスや測定式等を開発する。 

②得られた貢献量を用い，地域・民間が行う保全活

動を促進する制度を設計する。 

【成果の活用方法等】開発・整備された手法について，

希少種保全活動を実施している地域・民間に使用し

ていただき，それぞれの活動の選択・継続・改善や

資源動員（予算・労力）の意思決定に役立ててもら

うことにより，希少種保全に対して真に効果的な地

域・民間の活動を促進する。また，その評価結果等

を活用し，様々な評価基準や事業報告に組み込むな

ど，地域・民間による希少種保全に対する社会的・

経済的なインセンティブを付与する仕組みの構築に

つなげる。 

 

○心身の健康にもたらす自然とのふれあい効果の評価手

法の開発 

【背景・必要性】2010年の国連ミレニアム生態系評価に

おいて，自然が生み出す恵み(生態系サービス)と人

間の福利(健康を含む)との関係が指摘され，生物多

様性条約COP13(昨年12月)では生物多様性と健康の

関係について研究・施策を強化することが推奨され

た。2020年以降の世界目標（ポスト愛知目標）にも

同視点が反映される予定だが，同分野についてデー

タが定性的かつ希薄であり，2020年までに対応が求

められている。 

【目的・目標】心身の健康にもたらす自然とのふれあい

効果の評価手法を開発し，将来的にはそれを活用し

た実際の評価をして，健康増進に関連づけた自然と

のふれあいを促進する。 

【内容】自然とのふれあいが人間の心身の健康に与える

効果について，登山を含む運動，森林から生産され

る化学物質，微生物との接触による免疫機能の向上，

自然・生物の景観（審美的価値）や鳴き声による癒

やしといった様々な要素を網羅的に整理する。その

上で，既存のデータや資料をもとに，日本国土全体

で自然が国民の健康に与えている効果を総合的かつ

定量的に評価するための科学的評価手法の開発を行

う。 

【成果の活用方法等】「人間の健康」という人々の生活

の も基本的な人間の福利と生態系サービスの関係

を評価することで，自然や，自然とのふれあい活動

等の価値を可視化し，2020年策定予定のポスト愛知

目標及び2021年策定予定の次期生物多様性国家戦略

において，「生物多様性と健康」という観点で具体

的かつ科学的な目標と関連指標を設定することを目

指す。長期的には国民健康づくり運動である「健康



 

＜環境省ニュース＞環境研究総合推進費の行政ニーズについて 
219 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 

76 

日本21」等の施策ともタイアップすることも見込む。 

 

○自然公園等における地域の生態系に配慮した法面緑化

技術の開発 

【背景・必要性】環境省では，「生物多様性国家戦略

2012-2020」に示した生物多様性に配慮した緑化推進

の行動計画等を踏まえ，平成27年に「自然公園にお

ける法面緑化指針」を策定し，地域性種苗による緑

化や具体的な緑化の手順，地域性系統の地理的範囲

の考え方を示した。しかし，外国産の在来緑化植物

を含め外来牧草のリスク評価や育苗方法等に関する

科学的知見は乏しく，地域性種苗による施工の普及

が必ずしも進んでいないといった課題がある。 

【目的・目標】地域性種苗等による地域の生態系に配慮

した法面緑化技術を開発することで，地域固有の生

態系を遺伝子レベルで保全し，生物多様性の確保に

寄与することを目的とする。 

【内容】遺伝子解析を用いた外来牧草の在来生態系への

リスク（侵略性，交雑等）評価を行う。また，地域

性種苗の発芽，育苗技術及び種子を用いない緑化手

法等の実証研究を行い，各手法の便益と費用を比較

検証する。 

【成果の活用方法等】外来牧草の生態系影響や地域性種

苗の育苗技術に関する基礎的知見を広く社会に公開

することで，当該分野の研究開発の発展を促す。ま

た，それらの知見をデータベース化することで，外

来牧草使用のリスクや施工成績の評価を行うための

基礎とし，地域制種苗の供給体制の構築に資する。

得られた成果は「自然公園における法面緑化指針」

にフィードバックし，自然公園等における各種の整

備事業の改善に活用する。 

 

○生物多様性と地域の社会経済に配慮した自然保護地域

の管理有効性評価と計画・管理運営手法の開発 

【背景・必要性】生物多様性条約の締約国には保護地域

の「管理有効性評価」の実施が求められている。こ

れに利用可能な評価ツールが国際的に存在するが，

我が国の保護地域とりわけ国立公園の管理有効性評

価においては，地域制保護区であることも考慮しつ

つ，保全効果にとどまらず自然資源の保護と利用の

推進の観点やコスト対効果も含めて統合的に評価を

実施し，評価結果を計画や管理の改善につなげる手

法を確立することが不可欠である。 

【目的・目標】 

①生物多様性を含む自然の保全効果及び地域の社会

経済への影響に配慮した，保護地域の統合的な管

理有効性（実効性）評価手法の開発 

②管理有効性評価の結果に基づき管理運営を改善す

る手法の開発 

【内容】 

①我が国の地域性の保護地域について，統合的な管

理有効性評価の手法を開発する。 

②当該評価に基づき，計画・管理運営を改善する手

法を開発する。 

※既存の評価手法（例：METT，RAPPAM，SAPAとい

った国際的に使われているツールキット）を参考

にして①を進めることで，ポスト愛知目標の議論

・決定がされる2020年までに，本研究の成果が間

に合うようにする。 

【成果の活用方法等】 

・生物多様性保全条約の締約国に求められている保

護地域の有効性評価の実施（締約国としての責務

の履行）。 

・保護と利用のバランスのとれた持続可能な計画・

管理運営手法を適時適切に「国立公園満喫プロジ

ェクト」対象公園に導入することにより，両事業

の事業成果の 大化を図る。 

・保護区の管理の質を可視化することにより，科学

的根拠に基づいた保護地域管理に係る施策の戦略

的展開が推進される。 

 

○自然資源を活用した観光を持続的に推進するための影

響評価手法，資源管理手法，地域づくり計画手法等の

開発 

【背景・必要性】政府は成長戦略の柱である観光立国施

策としてインバウンド拡大を推進しており，この中

で環境省では外国人の関心の高い日本の自然を対象

とする観光を推進している。持続可能な観光として

地域に定着させ，地域振興に結びつけるためには，

自然への影響評価手法，経済効果の把握と地域への

還元の見える化，これらを通した資源管理の手法等

を開発し，地域の計画づくりに導入する必要がある

が，現時点でこうした研究が進んでいない。 

【目的・目標】自然資源を対象とした観光に取り組む地

域が研究成果をただちに活用できるよう，具体的な

手法の開発，評価基準の作成，計画技術の確立等を

行う。 

【内容】 

・利用による自然環境への影響把握(モニタリング)

手法の開発 

・地域経済への効果の把握手法開発 

・自然観光資源の活用・保全・管理に係る受益者負



 

＜環境省ニュース＞環境研究総合推進費の行政ニーズについて 
220 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 

77 

担の仕組みの開発 

・自然資源を活用した観光・地域振興に関する計画

技術の開発（利用・保全の統合的ゾーニングの考

え方や上記開発内容を活用した，自然資源を効果

的に活用・保全するシステムの構築・提示等） 

【成果の活用方法等】持続可能な観光づくりの視点から，

自然資源を活用した観光を社会・経済的メリットの

認識とともに地域に導入し，資源の活用，利用影響

の把握・評価，順応的管理というサイクルとともに

自立的取組として定着するよう，エコツーリズムに

取り組む地域等に対し，本研究の成果を活用する。 

 

○指定管理鳥獣における革新的捕獲等技術の開発 

【背景・必要性】近年，ニホンジカやイノシシなどで急

速な個体数増加や分布拡大が起きており，これら鳥

獣の集中的かつ広域的な管理を図るため，都道府県

又は国が捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業を創設

し取組を進めているが，半減目標達成にはさらなる

捕獲が必要である。また，高山帯，高密度地域など

従来手法（銃猟・罠猟）が不向きな場所での捕獲や

スレジカなどの課題も生じており，新たな手法によ

る革新的捕獲等技術開発を進める必要がある。 

【目的・目標】(1)を踏まえ，従来方法(銃猟・罠猟）で

はなく，これまで使用されていない新たな手法によ

る革新的捕獲等技術開発及び生態系や家畜等へのリ

スク評価，運用上の課題（実施体制，コスト，合意

形成手法等）等を整理・検討して，従来猟法が適さ

ない高山帯，高密度地域及び警戒心の強い固体に対

する有効な捕獲手法等を開発する。 

【内容】指定管理鳥獣を対象とし従来の物理的手法では

なく，薬物等を使用した化学的手法等による革新的

捕獲等技術の開発を行う。従来方法が不向きな高山

帯・高密度地域での使用を想定し，また，動物福祉

面の検証及び周辺環境への影響や安全面の評価，運

用上の課題（実施体制，コスト等）の評価，合意形

成手法の開発等も行う。 

【成果の活用方法等】鳥獣管理を促進させるため，現在

の捕獲事業（指定管理事業，有害捕獲）において銃

猟や罠猟など従来の方法が不向きな高山帯，高密度

地域等で使用し，半減目標を達成する。 

 

○新たに侵入する外来種に対する被害防止技術の開発と

防除事業への適用 

【背景・必要性】近年国内に侵入・定着した外来種の生

態等に関する情報は不足しており，また，発見や防

除に関する手法が未確立な場合が多い。例えば，平

成29年５月に国内で初めてヒアリが確認されるなど，

早期発見早期防除のためのモニタリング体制の強化

は喫緊の課題である。そのため，外来種の侵入初期

の情報分析手法や，低密度段階から根絶を達成する

防除技術の開発及びそれら技術の防除事業への適用

に関する研究が必須である。 

【目的・目標】近年，国内に侵入したツマアカスズメバ

チ等について，根絶に向けた効果的な防除方法を開

発する。また，ヒアリ等の侵略的外来種の早期発見

等に資する簡便なモニタリング手法等を開発する。

さらに，これまで開発された各技術について，実際

に各防除実施主体が活用できるよう実行可能な手法

開発を行い，外来種防除の推進に資する事を目的と

する。 

【内容】 

①ツマアカスズメバチやオオバナミズキンバイ等の

効果的防除手法の開発 

②遺伝子解析等の手法を活用したヒアリ等の外来種

の侵入初期における簡便な発見手法の開発 

③防除 終段階での根絶を確認するためのモニタリ

ング手法の開発 

④これまで開発された被害防止技術を環境省等と連

携し試行し，適用方法について分析し，実行可能

な防除技術を確立 

【成果の活用方法等】開発された防除技術を用いること

で規定着種の根絶又は低密度管理に向けた環境省等

による防除を推進する。遺伝情報分析等の外来種の

基礎的な研究による外来種の早期発見技術開発によ

り，外来種の水際対策の精度を向上させ，新たな侵

入リスクを低減させる。これまで開発されてきた被

害防止技術の適用方法や課題の分析結果および本研

究で開発した技術はとりまとめ公表し，各防除実施

主体が連携した効果的かつ順応的な対策の実現に役

立てる。 

 

○保護増殖事業の適切な目標設定手法及び達成状況評価

手法の開発 

【背景・必要性】環境省では，2020年までに国内希少野

生動植物種を新たに300種指定することを目標とし

ており，それに伴い保護増殖事業を実施する種の増

加が想定される。一方，予算・人員には限りがある

ことから，既存事業については，目標の達成状況を

適切に評価した上で，終了に向けた検討を行う必要

がある。しかしながら，具体的な目標設定及び達成

状況の評価を実施できている種は非常に少なく，今

後，新たに指定された種の保全を適切に実施できな
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くなることが懸念される。 

【目的・目標】保護増殖事業を適切に終了するための目

標の設定手法や目標の達成状況の評価手法の検討な

どを行うことにより，日本に生息する絶滅危惧種を

効率的・効果的に保全するための手法確立及び体制

構築に寄与することを目的とする。 

【内容】保護増殖事業を実施している種について，科学

的知見に基づき，対象種が自然環境下で安定的に存

続するための具体的かつ定量的な目標設定手法を開

発するとともに，事業実施による種の回復状況及び

目標達成状況を把握するための手法を開発する。併

せて，対象種が再び危機的状況にならないよう，事

業終了後のモニタリングや管理手法について提案を

行う。 

【成果の活用方法等】開発された手法を用いて，全ての

保護増殖事業について定量的な目標を設定するとと

もに，定期的に目標の達成状況の評価を行い，適切

な事業終了に向けた取組を進める。事業を終了した

種については，地元行政機関やNPOなどの関係機関，

地域住民などと協力しながら，再び危機的状況にな

らないよう管理を行う。これにより，これまで実施

できていなかった，もしくは今後実施する必要のあ

る絶滅危惧種の保全に適切に取り組めるようになる

ことが期待される。 

 

５．安全確保領域 

○実験水域による内分泌かく乱化学物質の生態系に及ぼ

す影響の解明 

【背景・必要性】化学物質の内分泌かく乱作用に関する

当省の検討（EXTEND2016）において，実験室レベル

の試験を通じた影響の把握が進んでいるが，実環境

中における影響の実態については未解明な点が多い。

内分泌かく乱作用を有する物質への対応を合理的な

ものとするには，実環境中における影響把握も必要

である。このような観点から，内分泌かく乱作用が

野外の閉鎖水域へのばく露でそこに生息する水生生

物に及ぼす影響を観察・調査するため研究を行う。 

【目的・目標】内分泌かく乱作用を有する化学物質が実

環境中の個体群に及ぼす作用・影響を直接評価し，

生態系における異変，その後の修復過程等を明らか

にすることを通じて，このような化学物質が実環境

中の生物に及ぼす悪影響を明らかにする。 

【内容】日本の実環境中に生息している両生類，魚類，

昆虫等を対象として，内分泌かく乱作用を有する化

学物質の存在下で長期のモニタリング（影響の観察）

を行うことにより，内分泌かく乱作用を原因とする

生態系異変（個体（群）レベルの変動，生理機能の

変化，性比等の異常など），回復過程等を明らかに

する。 

【成果の活用方法等】本研究を通じて得られる知見は，

EXTEND2016の下で進めている試験データに基づく通

常の予見的なリスク評価に対して，実環境中の生物

に対する影響として裏付けを与えることになる。こ

れは，内分泌かく乱作用を有する化学物質の影響評

価を進め，WSSD2020年目標の達成に向けて規制的措

置を含めより強固な環境リスク管理措置の導入を議

論していく上で，極めて重要なものとなる。 

 

○生態毒性に関するQSAR等を活用した複数化学物質の

評価手法の開発 

【背景・必要性】化審法のリスク評価では単一物質ごと

に毒性試験結果を収集し，毒性予測手法と組み合わ

せながら有害性評価を行っている。しかし，毒性試

験においては有害性を増強する化学物質の組み合わ

せを考慮しておらず，また予測手法では物質の特性

が限定された範囲にあるもののみ予測が可能となる。

2020年以降の化審法のリスク評価では，より限定さ

れた毒性試験結果等から有害性を増強する化学物質

の組み合わせも考慮した毒性予測手法の開発が急務

である。 

【目的・目標】本研究により以下の目標を達成する。 

①有害性を増強する化学物質の組み合わせの系統

的な整理と生態影響試験手法の構築 

②QSAR 等の予測手法による毒性予測と補外手法，

有害性を増強する物質群に対する予測手法の開

発 

③上記①，②を踏まえた有害性評価手法の構築 

【内容】本研究は以下の内容を実施する。 

①有害性を増強する化学物質の組み合わせの系統的

な整理 

②左記を踏まえた生態毒性試験の実施と手法の構築 

③QSAR等の予測手法による毒性予測と補外手法，有

害性を増強する物質群に対する予測手法の開発 

④左記を踏まえた有害性評価手法，リスク評価手法

の構築 

【成果の活用方法等】左記の成果を踏まえることにより，

2020年以降の化審法に基づくリスク評価等において， 

①有害性を増強する化学物質をグループ化するこ

とによるリスク評価の実施 

②開発された QSAR 等の予測手法による有害性情報

を用いた有害性を増強する物質群に対するリス

ク評価の実施
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③左記を踏まえたリスク管理の実施 

 

○子どもへの化学物質のばく露評価及び健康影響検出に

係る先進的研究 

【背景・必要性】子どもの健康や成長に対する環境中の

化学物質による影響については，約10万人を対象に

「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル

調査）」を実施しているが，エコチル調査において

は，確実な成果を得るため，有効性が確立された化

学分析法やばく露量推計方法を用いる必要があり，

今後先進的な研究の成果を取り入れれば，大量の化

学分析やばく露調査を効率的に行い，より多くの成

果を得ることが期待される。 

【目的・目標】研究課題として，①少量で多数の試料を

精度・感度良く効率的に分析する方法の開発，②日

本での日常生活におけるばく露量を質問票から推計

する方法の確立，又は③体内での化学物質の脳への

移行・蓄積に関する研究に取り組み，新しい手法に

ついては従来法との比較検証を行い，信頼性のある

手法を確立することを目的とする。 

【内容】 

①ノンターゲット分析法等の高精度分析法の開発，

環境因子（大気汚染・短半減期物質等）に関する

新たなバイオマーカーの開発を行う。 

②ばく露シナリオ，ばく露源データベース，対象者

への負荷の少ない調査法の開発を行う。 

③発達神経毒性を有する化学物質の体内動態につい

て類型化を図る。 

【成果の活用方法等】エコチル調査においては，確実な

成果を得るため，十分確立された化学分析法やばく

露量推計方法を用いる必要がある。本研究において

革新的かつ信頼性の高い手法が確立されれば，エコ

チル調査への活用が期待される。また脳への移行・

蓄積に関する知見が得られれば精神・発達障害等の

分析への応用が期待される。これらの知見を同じ課

題を抱える諸外国等と協力した課題解決やSDGsの目

標達成に活用する。 

 

○我が国における大気汚染物質の健康リスク解析手法の

構築 

【背景・必要性】米国EPAでは，大気環境基準設定におけ

る検討材料として，Risk and Exposure Assessment

（REA）が活用されている。本手法は，大気汚染物質

の濃度と人口分布・人々の生活行動，過去の疫学調

査の知見を活用して，様々な大気質の状態における

健康リスクを定量的に推定するものであり，疫学知

見から得られる健康リスク評価を補完し，基準の柔

軟な検討に寄与している。今後の我が国の大気環境

基準の検討においてもこうした手法の活用は重要で

ある。 

【目的・目標】米国のREAを参考に，①我が国の気象・人

口・観測態勢・既存の予測モデル等を踏まえた大気

汚染物質の曝露評価手法を確立するとともに，②既

存の疫学調査結果を基に大気汚染物質の濃度と疾病

発症の関係をモデル化する手法を確立し，③それら

を組み合わせて大気汚染物質の健康リスクを定量的

に推定するプロセスの構築を目指す。 

【内容】 

①既存の濃度推定モデルを活用し，新たに昼夜の人

口移動等を考慮した手法を確立。 

②既存の疫学調査結果を統計的に解析し，濃度と発

症の関係をモデル化。 

③種々の条件を想定して①②を組み合わせた結果を

検討し①②の精緻化。対象とする大気汚染物質は，

光化学オキシダント，NO2といった環境基準設定済

みのものを想定する。 

【成果の活用方法等】大気環境基準の設定では，根拠と

なる科学的知見を検討・評価し，濃度レベル・平均

化時間・基準達成の評価方法を十分検討する必要が

ある。その際，この研究で構築される健康リスクの

推定手法を用いることで，疫学研究の知見を補い，

様々な濃度レベルでの健康リスクを評価・比較する

ことができる。このため，疫学研究の知見とこの推

定手法を併用することで，大気環境基準の検討をよ

り柔軟に行うことができる。 

 

○自動車から排出されるブレーキ粉塵に対する健康影響

を考慮した新たな排出量評価法の研究 

【背景・必要性】自動車からの排気粒子の低濃度化に伴

い，非排気粒子であるブレーキ・タイヤ粉塵につい

て，自動車からのPM2.5への寄与度は米国で2006年で

4%から2035年で52%へ増加すると予測。ブレーキ粉塵

については，国際連合欧州経済委員会の排出ガス専

門分科会傘下のPMP会議において欧州各国で評価手

法の研究を開始。排出実態や健康影響を含めた科学

的メカニズムに基づいた適切な評価方法について研

究を行う必要がある。 

【目的・目標】先行研究で自動車からの非排気粒子であ

るブレーキ粉塵を評価・計測する手法を見出した。

本課題ではこれを踏まえて，多種多様なブレーキ材

に対応するための排出の指標化，無細胞/細胞系評価

による酸化ストレスメカニズムに基づく簡便かつ迅
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速な毒性予測の開発を行い，これらを用いて包括的

な評価体系化を提案する。 

【内容】自動車研や国内外の先行研究では，自動車から

の排気粒子，二次粒子やブレーキ粉塵の排出量計測，

無細胞/細胞系評価による簡便かつ迅速な評価法が

既に発表されおり，これらの研究を発展させ，健康

リスクを考慮したブレーキ粉塵の排出量評価法を新

たに提案する。 

【成果の活用方法等】欧州国連PMP会議へ参画し，本研究

成果を用いて日本としての非排気計測法を提案し，

環境対策に貢献する。具体的には，多種多様なブレ

ーキ材に対応するための排出の指標化，簡便かつ迅

速な毒性予測を実施する。 

 

○有機エアロゾルの起源解明に基づくPM2.5シミュレー

ションの精度向上に関する研究 

【背景・必要性】微小粒子状物質等専門委員会による国

内排出抑制策の在り方についての中間取りまとめ，

日韓協力の合意や自治体によるPM2.5注意喚起に際

して，PM2.5のシミュレーション予測の精度向上が強

く求められている。特にPM2.5の多くの部分を占める

有機化合物の集合体である有機エアロゾルは，発生

源や生成過程に未解明な点が多く，対策の検討に必

要な情報が不足している。 

【目的・目標】PM2.5の有機成分測定や多変量解析に基づ

き，有機エアロゾルの起源を解明したうえで，現在

のPM2.5予測モデルを改良・検証することを目的とす

る。 

【内容】二次成分を含む有機エアロゾルの個別成分の指

標性を室内実験などで評価したうえで，有機指標成

分を大気観測し，多変量解析などの統計解析により

有機エアロゾルの起源を明らかとする。また，有機

エアロゾルの起源別に大気シミュレーションモデル

を検証して，排出過程・二次生成過程などの要素モ

デルを改良する。 

【成果の活用方法等】 

・PM2,5の多くの部分を占める有機エアロゾルの起源

の解明が進み，PM2.5のシミュレーション予測精度

が向上することで，寄与割合の高い有機エアロゾ

ル発生源を推定し，その効果的な対策の検討に資

する。 

・中国との大気汚染に関する都市間連携の取組にお

ける技術的支援の知見とする。 

・国民に対して，科学的な解析結果に基づく情報提

供を行うことにより，安全・安心を確保し，PM2.5

による大気汚染の状況について的確な情報提供を

行うための知見として活用する。 

 

○凝縮性ダストを含む燃焼排気由来の二次粒子生成能の

評価手法に関する研究 

【背景・必要性】固定発生源から排出される凝縮性ダス

トは，PM2.5の生成において無視できない寄与がある

と言われているが，排出の実態について有用なデー

タがほとんどない。ばい煙発生施設から排出される

ばい煙中の凝縮性ダスト由来の二次生成粒子の排出

実態及び施設条件（施設種類，燃料，運転条件など）

・大気環境（温度，湿度など）の影響，大気中PM2.5

濃度への寄与の大きさを把握し，排出抑制対策を検

討する必要がある。 

【目的・目標】本研究は，ばい煙発生施設から排出され

る凝縮性ダストから生成する二次生成粒子の実態把

握を目的としており，ばい煙発生施設から排出され

る凝縮性ダスト由来のPM2.5の削減対策の検討に資

する基礎的な情報を整備することを目標とする。 

【内容】固定発生源から排出される凝縮性ダストを含む

揮発性分布を希釈法や化学成分に基づく方法等によ

り取得する。同時に凝縮性ダストを含む燃焼排気由

来の二次粒子生成能を実験的に評価する手法を確立

し評価する。これらの情報を元に凝縮性ダストの国

内排出量推計および二次粒子生成量の評価を行う。 

【成果の活用方法等】ばい煙発生施設から排出されるば

い煙中の凝縮性ダストからのPM2.5への寄与を正確

に把握することで，今後のばい煙発生施設からの

PM2.5削減対策（排出基準設定，処理施設，維持管理

基準等）の可能性の検討に対して，基本的な情報を

提供する。 

 

○「堆肥化施設」における悪臭低減に向けた副資材の開

発等の対策技術に関する研究 

【背景・必要性】悪臭に係る苦情件数は，平成27年度は

12,959件であり未だ典型７公害の中でも上位にある。

特に，強い悪臭が発生する「堆肥化施設」は堆肥化

の発酵過程において好気性発酵を維持し適切な脱臭

を行えば悪臭被害を低減できるが，一部の事業場に

おいては施設の老朽化等により密閉化のために大規

模改修が必要となる場合や施設規模に対し必要とな

る脱臭装置が高額となる場合等，事業者の費用負担

が大きく対策が進まないことがある。 

【目的・目標】悪臭環境の改善のための対策技術の高度

化，低コスト化に関する研究を行い，実用化に耐え

得る新しい悪臭対策の方法を開発する。 

【内容】より安価で簡便であり，悪臭低減の効果が評価
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できる方法等について研究する。例えば，発酵過程

のC/N比の改善のため副資材を用いるが，木質チップ

等は入手しにくく，費用もかかるため，低コストな

副資材を開発する。併せて，実際の施設において効

果を検証し，複数の脱臭方法の組み合わせによって

効果が促進される手法等についても研究する。 

【成果の活用方法等】得られた悪臭対策の知見を広く一

般に提供することで，事業者が自ら悪臭防止対策に

取り組みやすくなり，その結果，地域住民の生活環

境が保全され，悪臭に関する苦情が低減できる。ま

た，悪臭対策をはかるためには発酵工程の改善が欠

かせないが，発酵過程の見直しにより，良質な堆肥

を製造できるため，産業振興や地域活性化に資する

効果も期待できる。 

 

○湖沼の新環境基準「底層DO」評価手法の開発と底層DO

低下形成メカニズムの解明 

【背景・必要性】湖沼における底層水の貧酸素化は，底

生生物の大量死を引き起こし，栄養塩類等の湖底か

らの溶出を促進し水質の悪化を引き起こす。そのた

め，平成28年3月に新たな環境基準として底層溶存酸

素量（以下，「底層DO」という。）が導入されたが，

湖沼における底層DOの低下等のメカニズムは十分に

は明らかになっていないため，具体的な対応策の検

討が困難となっている。そのため，底層DOの評価手

法の開発と，底層DOの低下要因を解明するための底

層環境の研究を定量的に進める必要がある。 

【目的・目標】底層DOを生態系保全の効果的モニタリン

グ指標として機能させるための評価手法の開発を目

的とする。確立した底層DOの評価手法を指定湖沼や

貧酸素化の深刻な湖沼に適用し，底層DOの低下がも

たらす環境影響を把握するとともに，貧酸素化メカ

ニズムの解析を通して水質・底質改善策を検討する

ことを目標とする。 

【内容】底層DOの低下は，その発生場所・頻度，低下割

合を正確に予測することは困難である。そこで対象

湖沼に底層DOの自動計測機器群を設置することによ

り，底層DOと湖沼・気象因子※との関係を明らかに

する。また，底層DOの低下の発生時期・場所を特定

し，貧酸素化のメカニズムを解析するとともに，底

泥溶出速度からその環境影響を解析する。 

   ※底泥の酸素消費速度，栄養塩等の濃度，水温，

風向・風速，流速 等 

【成果の活用方法等】本研究成果としては，                                      

１）湖沼での底層DO低下の発生時期・場所に関す

る情報蓄積，                             

２）底層DO低下時の気象・水温状況，発生場所の

特性と底泥・湖水柱の酸素消費量との関係解

析， 

３）底層DO低下時の底泥溶出速度の算定と水質へ

の影響評価， 

４）水質・底質改善策の提示， 

の以上４成果が期待できる。 

成果１）と２）から底層DOの低下要因を特定し，

成果４）の改善策を行った場合の改善効果を成果３）

を活用し評価する。以上の成果を，例えば，湖沼の

環境保全対策のガイドラインの作成に反映して地方

自治体等へ提供することにより，湖沼における具体

的な取組を促す。 

 

○海産生物を用いた全排水毒性（WET）試験法の研究開発 

【背景・必要性】 近年，多種多様な化学物質が製造・

使用され，水環境に排出されるようになっていると

考えられるが，これらの化学物質が水生生物に及ぼ

す影響を包括的に評価・管理することは既存の技術

では容易でない。 

   こうしたことから，環境省では，諸外国で活用さ

れている排水総体の水生生物への影響（全排水毒性

（Whole Effluent Toxicity, WET））を評価する手

法に着目し，平成21年度から淡水生物を用いる試験

法の検討・開発を進め，平成28年度からは公開検討

会において事業者の自主的な取組として本手法の活

用の在り方や課題について検討している。 

   一方で，従来国内で実施されてきた生態毒性試験

の多くが淡水生物を用いるものであり，海域に放流

される排水等を対象として想定した海産生物を用い

たWET試験の研究開発については，未確立の状況にあ

る。このため，これまでの検討等を通して海産生物

を用いたWET試験の研究開発の必要性が指摘されて

いる。 

【目的・目標】排水を公共用水域等に排出する事業場等

で技術的に実用可能な海産生物を用いる全排水毒性

（WET）試験法（主に慢性毒性試験）を開発する。 

【内容】調達や飼育のしやすさ，国内での生息状況等の

事業者における実用性に関わる要因を考慮して海産

生物の中から試験生物種を選定し，当該種を用いた

排水に適用可能かつ結果の再現性・信頼性等が確保

される全排水毒性（WET）試験法を開発する。なお，

本件研究全体としては，研究開発に用いる試験生物

種は魚類，無脊椎動物及び藻類のそれぞれから少な

くとも１種以上選定されること，慢性毒性試験法が

対象に含まれることが望ましい。



 

＜環境省ニュース＞環境研究総合推進費の行政ニーズについて 
225 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.42 No.4（2017） 

 

82 

【成果の活用方法等】実用可能な海産生物を用いた全排

水毒性（WET）試験法については，様々な化学物質が

水生生物保全に及ぼす影響を総体として評価する新

たな水環境の評価手法の一つとして，当該試験法を

活用して行われる排水等の管理（改善）と併せて，

民間企業における自主的な活用を支援していく。こ

うした取組に本件研究開発の成果を活用することに

より，水生生物の保全に資する。 

 

○有明海・八代海等の底層等の環境要因が生物・生態系

に及ぼす影響の解明 

【背景・必要性】有明海・八代海等再生特措法に基づき

設置された有明海・八代海等総合調査評価委員会は

当該海域の再生に係る評価を行っており，平成29年3

月に10年ぶりに報告を取りまとめた。その際，パブ

コメで200件以上の意見が出されるなど，関係者の関

心が高い。報告の中で，再生に向けて諸問題の原因

・要因を評価するため，今後も推進すべき研究等と

して，生物・生態系や水産資源，水環境等の環境特

性に関する研究等が具体的に示された。 

【目的・目標】有明海・八代海等における生物・生態系

や水産資源，物質の動態，水質汚濁，赤潮，貧酸素

水塊，底質等の委員会報告に記載された解明すべき

課題や開発すべき技術について，底層環境に着目し，

データの過去からの長期的な連続性を考慮しつつ，

その原因・要因となりうる環境特性や環境要因の変

化を把握し，その影響を解明する。 

【内容】有明海・八代海等における生物・生態系や水産

資源，物質の動態，水質汚濁，赤潮，貧酸素水塊，

底質等の諸課題について，底層環境に着目し，デー

タの過去からの長期的な連続性を考慮しつつ，その

原因・要因となりうる環境特性や環境要因の変化の

多角的な検討，時間的・空間的スケールのデータの

解析等により，その影響を検討する。 

【成果の活用方法等】本研究で得られた成果を整理し，

有明海・八代海等総合調査評価委員会へ提出するこ

とにより，有明海・八代海等の再生の加速化を図る

ことができる。 

 

○汚染土壌から揮発した有害物質の摂取リスクに係る調

査・評価手法に関する研究 

【背景・必要性】土壌汚染対策法では，地下水を飲用す

るリスク，及び直接摂取するリスクの２つの摂取リ

スクを主要なリスクとして考慮しており，汚染土壌

から揮発した有害物質を吸入するリスクについては

考慮されていない。一方，諸外国の土壌汚染対策に

係る関係法令では，揮発経由による摂取リスクが考

慮されており，揮発経由の摂取リスクに関する科学

的な知見の充実等が求められている。 

【目的・目標】土壌汚染対策法の特定有害物質に定めら

れている物質等（以下「特定有害物質等」という。）

について，揮発経由の摂取リスクに関する知見の充

実及びその対策の必要性を判断するための調査方法

の開発をする。 

【内容】土壌汚染の深度位置や土質等を踏まえて条件を

設計した室内試験や土層試験を実施し，表層土壌の

残留性及び深部又は大気への拡散等の移行に関する

研究，様々な事例を取り上げた上で揮発経由の摂取

リスクに関するシミュレーション研究等を実施し，

土壌汚染対策法等において揮発経由の摂取リスクに

関する対策の必要性を判断するための調査方法を開

発する。 

【成果の活用方法等】本研究で得られる知見及び調査方

法をガイドライン等に取り入れ，汚染土壌等から揮

発した有害物質に関する調査の指針を指定調査機関

等に対して示すことが出来る。対策の必要性を合理

的に判断することが可能となり，土壌汚染対策の適

正化が期待される。 

 

○閉鎖性水域の未解明なリン負荷源に対する新規リン分

析・解析手法の開発 

【背景・必要性】八郎湖等の閉鎖性水域の富栄養化問題

に対し，行政によるリン負荷削減対策が推進されて

きたが依然としてその解消には至っていない。一方，

閉鎖性水域やその地下水流域等では，農林業や生活

系以外の起源が解明されていないリンの存在が報告

されている。今後，より効果的な富栄養化対策の推

進には，農林業や生活排水等と共に未解明なリンの

発生源や量を把握する必要があり，そのためには新

たなリン分析・解析手法の開発が必要である。 

【目的・目標】新たなリン分析法として，リン酸の酸素

安定同位体分析技術を確立後，リン肥料等を分析し，

酸素安定同位体比のデータベースを構築する。次に

水試料中のリン酸の酸素安定同位体比を分析し，併

せて上記データベースも利用し，発生源別のリン負

荷量を解析することにより，より費用対効果の高い

リン負荷削減対策に資する。 

【内容】研究開発の内容は，以下の3点である。 

①リン酸の酸素安定同位体の分析技術の確立 

②リン負荷源試料における酸素安定同位体比の

データベース構築 

③水環境試料におけるリン負荷源割合の定量的
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解析 

【成果の活用方法等】本研究で得られる，リン肥料等の

リン負荷源試料におけるリン酸の酸素安定同位体比

データベースは，今後リン負荷源およびリンの環境

動態の解明に資する重要なデータである。また，リ

ン負荷源の定量的解析の手法（研究開発成果）は，

全国の自治体による費用対効果の高いリン負荷削減

施策の検討において重要な情報であり，国内湖沼の

水質改善に資するものである。 

 

○瀬戸内海周辺におけるPM2.5高濃度要因の解明 

【背景・必要性】我が国のPM2.5環境基準達成率は改善傾

向がみられるが，年平均値の上位測定局は瀬戸内海

周辺に集中している。瀬戸内海周辺は，越境移流や

周辺工業地帯，船舶等の影響を受けるとともに，瀬

戸内海特有の気象条件による高濃度化が懸念されて

いる。 

【目的・目標】PM2.5が高濃度になりやすい瀬戸内海沿岸

部を対象に，高濃度化のメカニズム及び汚染要因，

発生源寄与率を明らかにする。 

【内容】瀬戸内海沿岸部でPM2.5主要成分や前駆ガス状物

質の高時間分解能での観測を実施するとともに，気

象データや地形等を解析して高濃度化のメカニズム

を解明する。 

【成果の活用方法等】瀬戸内海のPM2.5高濃度現象のメカ

ニズムを解明し，高濃度化に対する国外及び国内の

発生源別の寄与率を解明することで，PM2.5の削減に

向けて今後国内で共通して取り組むべき発生源対策

や予防対策を具体的に提示できる。 

推進費の制度や行政ニーズの情報については以下のHP

で公開しています。 

 

＜推進費の概要> 

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/ga

iyou/index.html 

 

本稿では行政ニーズについて説明させていただきまし

たが，推進費の効率的・効果的な推進も進めています。

推進費に係る業務は，これまで環境省本省において実施

していましたが，運営主体の専門性，効率性を向上させ

研究成果の 大化を図るため，平成28年4月に「独立行政

法人環境再生保全機構法」を改正し，推進費に係わる業

務のうち，新規研究課題の公募及び審査の業務を平成28

年10月より，配分・契約業務，研究者支援・研究体制強

化業務を平成29年4月より，（独）環境再生保全機構に移

管しました。移管により，これまで不可能であった複数

年契約が可能になり，研究の進捗状況に応じた研究費の

繰越，年度をまたがる物品等の調達などが出来るように

なりました。 

平成30年度新規課題公募受付は11月に終了いたしまし

たが，来年度の行政ニーズ提案依頼は平成30年6月頃に，

各都道府県及び政令指定都市等の環境担当部局長宛てに

させていただく予定です。引き続き，地方公共団体から

の行政ニーズへの積極的な提案及び新規課題への応募を

お願いいたします。

 

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/gaiyou/index.html
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＜支部だより＞ 

 

九州支部  

 

 平成28年度九州支部の活動状況について報告します。 

（支部事務局：佐賀県環境センター） 

1． 平成28年度全国環境研協議会九州支部総会

（担当機関：佐賀県環境センター） 

(1) 期日：平成28年7月8日（金） 

(2) 場所：佐賀中部保健福祉事務所（佐賀市） 

(3) 議事 

① 平成27年度事業報告及び収支決算報告について 

② 平成28年度事業計画及び収支予算（案）について 

③ 各県市提出議題及び照会事項について 

④ 次期役員の選任について 

 平成29年度の支部役員の選任の他，平成29・30

年度の全国環境研協議会企画部会長は佐賀県が

務め，平成29年度の環境保全・公害防止研究発表

会は長崎県が担当することを確認しました。 

(4) 支部長表彰 

調査・研究等の業務の推進に長年功績のあった被

表彰者の選考状況について報告しました。 

また、表彰式については、本年度より九州衛生環

境技術協議会において実施することになりました。 

(5) 講演 

① 「平成28年 熊本地震の状況」 

藤井 幸三 氏（熊本市環境総合センター） 

② 「佐賀県の緊急時モニタリング体制の整備と水

準調査の測定事例について」 

井手 雄治 氏（佐賀県環境センター） 

 

2． 平成28年度環境測定分析統一精度管理九州ブ

ロック会議（平成27年度結果分） 

（担当機関：福岡県保健環境研究所） 

(1) 期日：平成28年8月3日（水） 

(2) 場所：福岡県保健環境研究所（太宰府市） 

(3) 参加者：23名（環境省，検討委員，（一財）日本

環境衛生センター，会員機関） 

(4) 議事 

① 環境測定分析統一精度管理調査について 

田路 龍吾 氏 

（環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室） 

② 平成27年度環境測定分析統一精度管理調査結果

について 

鹿島 勇治 氏（（一財）日本環境衛生センター） 

③ 環境測定分析における留意点及び精度管理につ

いて 

藤森 英治 氏（環境省環境調査研修所） 

山本 貴士 氏 

（国立研究開発法人国立環境研究所 

資源循環・廃棄物研究センター） 

渡辺 靖二 氏（環境省環境調査研修所） 

 

3． 第42回九州衛生環境技術協議会 

（担当機関：福岡県保健環境研究所） 

(1) 期日：平成28年10月13日（木），14日（金） 

(2) 場所：都久志会館（福岡市） 

(3) 参加者：13機関 115名 

（地方衛生研究所全国協議会九州支部を含む） 

(4) 分科会 

・大気分科会 

・水質分科会 

・生物分科会 

・衛生化学分科会 

・細菌分科会 

・ウィルス分科会 

(5) 表彰式 

全国環境研協議会九州支部長表彰並びに地方衛生

研究所全国協議会九州支部長表彰の表彰式を執り行

いました。 

① 全国環境研協議会九州支部長表彰 

須田 隆一 氏（福岡県保健環境研究所） 

粕谷 智之 氏（長崎県環境保健研究センター） 

② 地方衛生研究所全国協議会九州支部長表彰 

吉川 亮 氏（長崎県環境保健研究センター） 

(6) 特別講演 

① 「フィールド調査の楽しさ」 

吉川 亮 氏（長崎県環境保健研究センター） 

② 「二枚貝生息場の再生に向けて」 

粕谷 智之 氏（長崎県環境保健研究センター） 

③ 「生物多様性の保全に関する福岡県保健環境研究

所の取組」 

須田 隆一 氏（福岡県保健環境研究所） 

 

4． 平成28年度環境測定分析統一精度管理九州ブ

ロック会議（平成28年度結果分） 

（担当機関：福岡県保健環境研究所） 

(1) 期日：平成29年2月23日（木） 
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(2) 場所：福岡県保健環境研究所（太宰府市） 

(3) 参加者：18名（環境省，検討委員，（一財）日本

環境衛生センター，会員機関） 

(4) 議事 

① 環境測定分析統一精度管理調査について 

田路 龍吾 氏 

（環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室） 

② 平成28年度環境測定分析統一精度管理調査結果

について 

紀平 あずさ 氏（（一財）日本環境衛生センター） 

③ 環境測定分析における留意点及び精度管理につ

いて 

岡井 貴司 氏 

（国立研究開発法人産業技術総合研究所地質情

報研究部門） 

神野 透人 氏（名城大学薬学部衛生化学研究室） 

松田 宗明 氏（元愛媛大学農学部） 
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編 集 後 記

早いもので，平成29年もあと1週間ほどとなりました。

冬至も過ぎ，いよいよ冬本番となってきました。 

右の写真は12月初旬に伊勢神宮を参拝してきたときに

撮影したもので，五十鈴川に架かる宇治橋のたもとにあ

る大鳥居からのご来光です。冬至を挟む前後数週間で見

られる光景で，ちょうど大鳥居からのご来光が拝めると

いうことで，冬至の日や元旦にはたくさんの人が参拝さ

れるようです。この日も冷え込む中，早朝から100人ほど

がまだかまだかと日の出を待っており，太陽が顔を出し

た瞬間にはたくさんの方が歓声を上げていました。この

大鳥居は平成28年5月に開催されました先進国首脳会議

（サミット）において安倍首相が国の首脳を出迎えてお

られたところです。 

また，11月（例年11月第1日曜日）に開催されました全

日本大学駅伝は熱田神宮西門をスタートし，伊勢路

106.8kmの全8区間でタスキをつなぎ，この伊勢神宮宇治

橋の大鳥居前のロータリーをゴールとしております。今

年は最終の第7中継所では1位東海大学と2位神奈川大学

との差がわずか17秒の大接戦でしたが，アンカー区間で

神奈川大学が引き離し，20年ぶりの優勝を決めました。

この駅伝には，地元三重県伊勢市の駅伝コースに隣接し

た場所に立地している皇學館大學が25校中唯一の初出場

校で17位に入り，見事母校のタスキをつないで大健闘し

たことには個人的には本当に感動しました。 

さて，環境問題に目を向けますと，11月に「国連気候

変動枠組条約第23回締約国会議（COP23）」がドイツのボ

ンで開催されたところです。2年前のCOP21で採択され，

多国間条約としてわずか1年という異例の速さで発効さ

れましたパリ協定の運用ルールづくりがこのCOP23で話

し合われ，運用ルールづくりの交渉加速を確認すること

などを盛り込んだ合意文書が採択されました。運用ルー

ルは来年のポーランドで開催されるCOP24で採択される

見込みのようです。 

最後になりましたが，巻頭言を執筆いただきました公

益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センタ

ー神田センター長様，特集の「航空機騒音に係る新環境

基準の測定評価等に係る研究報告」を担当いただきまし

た騒音小委員会の皆様，報文を投稿いただきました皆様，

環境省ニュースを執筆いただきました環境省大臣官房総

合政策課環境研究技術室様，「支部だより」を執筆いた

だきました佐賀県環境センター様には，お忙しいところ

ご協力をいただき，ありがとうございました。今後とも

会誌への積極的な投稿についてご協力をお願いします。 

（三重県保健環境研究所） 

 

 

 

平成29年度 

全国環境研協議会広報部会 
＜ 部 会 長 ＞ 三重県保健環境研究所長 
＜広報部会担当理事＞ 石川県保健環境センター所長 
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