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◆巻 頭 言◆ 

 

美しく豊かな自然を持続していくために 
（第四次長野県環境基本計画における研究所の役割） 

 

長野県環境保全研究所長 波 羅 雅 文 

 

 

 
 

長野県環境保全研究所では，平成29年度より全国環境

研協議会関東甲信静支部の支部長を務めさせていただい

ております。本年度も引き続き支部長として本協議会の

活動の充実に資するよう努めてまいりますのでよろしく

お願いいたします。 

当研究所は，昭和23年衛生研究所として発足し，その

後，公害センター，自然保護研究所との統合を経て，環

境保全と保健衛生の両面から調査研究，試験検査，教育・

研修，情報発信等を行う現在の形の研究所となりました。 

長野県では，平成30年3月に，当県の環境保全の基本的

理念等を定めた「長野県環境基本条例」に基づき，「第

四次長野県環境基本計画」（計画年度：2018年度～2022

年度）を策定しました。現在，この計画に従い環境行政

を進めているところですが，この中で県は「SDGs（持続

可能な開発目標）による施策の推進」を大きな柱として

掲げ，環境政策に取り組むこととしております。 

SDGsとは，2015年9月の国連サミットで採択された「持

続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された

2016年から2030年までの国際目標です。経済・社会・環

境をめぐる広範囲な課題に統合的に取り組むことにより

持続可能な社会の実現を目指すものであり，今後の環境

政策には環境を保全することにとどまらず，環境保全の

取組を通じ，経済・社会の諸問題を解決する役割を持つ

ことを求めています。当研究所もこのような観点から研

究所の業務を進めていくことが求められています。 

さて，本県は全国で4番目に広い県土を有し，その約80%

を森林が占めるなど，自然環境に恵まれた県であります。 

水環境については，河川の環境基準達成率（BOD）が

98.6%と良好な状況にあるとともに，地下水も豊富で環境

省選定の「名水百選」にも7か所が選定されています。そ

の一方で，諏訪湖におけるヒシの大量繁茂や湖底の貧酸

素拡大のような新たな課題も生じてきています。 

大気環境については，非常に良好であり，光化学オキ 

シダントを除く大気汚染物質について，全測定局で環境 

 

 

基準を達成している状況です。このような中，当研究所

では，感覚指標とモニタリングデータの関連性を見出し，

それにより大気環境及び生活環境保全の普及啓発を行う

という研究に取り組み始めたところです。 

また，本県は日本の屋根と称される3,000ｍ級の山々や

日本列島形成に関わる新旧様々な地形や地質，農地・里

山・草原から山岳を含めた多様な土地利用，多様な気候

等により，豊かな生物多様性が培われてきた場所となっ

ています。 

そのような中，本県の山岳・高原地域の多くは自然公

園（国立公園5地域，国定公園3地域，県立自然公園6地域）

に指定され，その面積は全国3番目の広さとなっており，

年間約3,500万人が訪れています。 

今回の計画は，こうした本県の美しく豊かな自然環境

を次世代に引き継いでいくとともに，恵まれた環境を最

大限に活かして，SDGsの特徴である経済・社会・環境の

統合的向上を図り，持続可能な社会の実現を目指してい

くものです。 

当研究所もこのような考え方に基づいて調査研究等の

業務を進めていく必要があります。また，今回の計画の

中では，「環境保全研究所の機能強化」も実施する施策

の一つとして掲げています。この中で，研究所として，

「科学的知見に基づいた環境施策を推進するため，今日

的な行政課題に対応する研究課題に取り組むとともに，

大学や国の研究機関等との共同研究を推進する」こと，

「ホームページやイベント等の様々な機会を通じ研究成

果等を発信するとともに，県民の環境保全に対する理解

を促進するため，環境教育の場を提供する」ことを目標

としています。 

「環境保全」に対する考え方は時代によって変わって

きています。今回，長野県ではSDGsの考え方を取り入れ

環境保全に取り組むこととなりました。行政の施策を支

援する研究所としても，そういう発想で業務をすすめて

いかなければならないと考えております。 
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＜特 集＞気候変動適応法に基づく地域気候変動適応センターと地方環境研究所に期待される

役割 

 

気候変動適応法について 

 

大井 通博 
（環境省地球環境局気候変動適応室 室長） 

 
1. はじめに 

本年 7 月，西日本各地で記録的な豪雨が発生し，洪水

や土砂崩れにより 220 名を超える人命が失われるなど甚

大な被害を引き起こした。その直後には，埼玉県熊谷市

で観測史上最高の 41.1℃を記録するなど全国各地で酷暑

が続き，7月 16日からの 1週間だけで史上最多 2万 2千

人を超える方々が熱中症により救急搬送された。今夏は

我が国のみならず北米，欧州各国などで高温や大雨等の

異常気象が相次ぎ，世界気象機構（WMO）は，これらの事

象は地球温暖化の結果生じるものと一致するとの見解を

示している。このような気温の上昇，大雨の増加といっ

た気象の変化や，その結果生じる農作物の品質低下，災

害リスクや熱中症リスクの増加など，気候変動の影響は

近年全国各地で現れており，今後長期にわたって拡大す

るおそれが高い。 

こうした気候変動の影響に対処し，国民の生命・財産

を将来にわたって守るために，温室効果ガスの大幅な削

減に全力で取り組むべきことはもちろんであるが，同時

に，将来予測される被害の回避・軽減等を図る気候変動

への「適応」に，多様な関係者が連携・協働して取り組

むことが必要となっている。2016年 11月に発効した世界

全体の気候変動対策を推進する国際枠組みである「パリ

協定」においても，緩和策だけでなく，適応策について

も先進国・途上国を問わず各国が取り組んでいくべきこ

とが規定されている。我が国においては，緩和策につい

ては，1998 年に成立した「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」（地球温暖化対策推進法）及び同法に基づき閣議

決定された地球温暖化対策推進計画等に基づき緩和策に

関する取組が進められてきたが，後者の適応策について

は，これまで，法的根拠が存在していなかった。 

こうした状況を踏まえ，本年の通常国会において気候

変動適応法が可決され，12 月 1 日から施行開始されるこ

ととなった。また，施行開始に先立ち，法に基づく「気

候変動適応計画」も閣議決定されたところである。今後，

法及び計画に基づき我が国における適応策の進展が期待

される 

本稿は，同法の成立までの経緯，同法及び気候変動計画

の概要について解説するとともに，我が国における適応策

が今後どのように進展していくのかについてまとめる。 

 

2. 法の成立までの経緯 

 

2.1 IPCC第 5次評価報告書の公表 

 気候変動に関する最新の科学的知見をとりまとめる「気

候変動に関する政府間パネル」（IPCC）は，2013年から 2014

年にかけて第 5次評価報告書を公表した。同報告書では，

1950 年代以降，観測された変化の多くは数十年から数千

年間にわたり前例のないものであること，また，既に気候

変動は自然及び人間社会に影響を与えており，今後，温暖

化の程度が増大すると，深刻で広範囲にわたる不可逆的な

影響が生じる可能性が高まることが指摘されている。さら

に，気候変動を抑制する場合には，温室効果ガスの排出を

大幅かつ持続的に削減する必要があることが示されると

同時に，将来，温室効果ガスの排出量がどのようなシナリ

オをとったとしても，世界の平均気温は上昇し，21 世紀

末に向けて気候変動の影響のリスクが高くなると予測さ

れている。 

 この報告書を受けて，気候変動の脅威に対応するには，

国際社会が協調して緩和策に取り組むのはもちろんのこ

と，既に現れている，及び将来現れると予測される気候変

動の影響に対処するために，適応策を推進することが必要

であることが明確となった。 

 

2.2 気候変動影響評価報告書と適応計画 

 我が国においても，気候変動の影響は既に現れている。

日本の年平均気温は，近年，100年あたり 1.19℃の割合で

上昇している。また，降水量についても大きな変化が見ら

れており，強い雨が増加している一方，降水日が減少して

いる。つまり，雨が降る日が減少しているにもかかわらず，

一度雨が降ると，いわゆるゲリラ豪雨のような大雨が降る

139 
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傾向が出てきており，降雨パターンが極端化していると言

える。 

 我が国における気候変動の影響については，2015 年 3

月に，中央環境審議会が気候変動影響評価報告書 1)として

取りまとめている。報告書においては，我が国で，気温の

上昇や大雨の頻度の増加，降水日数の減少，海面水温の上

昇等が現れており，高温による農作物の品質低下，動植物

の分布域の変化など，気候変動の影響が既に顕在化してい

ることが示された（図 1参照）。また，将来は，更なる気

温の上昇や大雨の頻度の増加，降水日数の減少，海面水温

の上昇に加え，大雨による降水量の増加，台風の最大強度

の増加，海面の上昇等が生じ，農業，林業，水産業，水環

境，水資源，自然生態系，自然災害，健康などの様々な面

で多様な影響が生じる可能性があることが明らかとされ

た。 

 政府は，この報告書の科学的知見を踏まえて，2015 年

11 月に，「気候変動の影響への適応計画」2)を閣議決定し

た。この計画においては，①政府施策への適応の組み込み，

②科学的知見の充実，③気候リスク情報等の共有と提供を

通じた理解と協力の促進，④地域での適応の推進，⑤国際

協力・貢献の推進の５つの基本戦略を掲げている。また，

この戦略の下，関係府省庁において，①農林水産業，②水

環境・水資源，③自然生態系，④自然災害・沿岸域，⑤健

康，⑥産業・経済活動，⑦国民生活・都市生活の様々な分

野の適応策が盛り込まれている。 

 

 
                         図１． 我が国における気候変動の影響の例 

                 
2.3 適応計画の進展と気候変動適応法の成立 

 政府の適応計画の閣議決定以降，同計画に基づく適応策

の進展が見られてきた。各府省庁により各分野の適応策が

実施されるとともに，環境省が中心となって，関係府省庁

と連携しつつ，気候リスク情報の共有や，地域での適応の

推進など，基盤的な施策を実施してきた。2017 年には，

適応計画のフォローアップを行い，それぞれの施策の進捗

状況について，試行的なフォローアップ報告書 3)として取

りまとめた。 

 進展があった主な施策として，2016 年には，適応の情

報基盤である気候変動適応情報プラットフォーム 4)が構

築され，国立環境研究所による運営が開始された。同プラ

ットフォームは，気候変動の影響予測シミュレーションの

研究成果を活用して，気温，降水量，米の収量，水質の状

140 
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況，植物の生育域，砂浜の消失割合，熱中症の搬送患者数

など，様々な気候変動影響に関する予測情報を Web-GIS

を用いて地図上で発信している。加えて，地方公共団体の

適応に関する計画や具体的な取組事例，民間事業者の適応

ビジネス情報などについても紹介している。このように，

同プラットフォームは，気候変動影響や適応に関する様々

な情報を発信することで，国，地方公共団体，民間事業者

等の適応策を促進している。 

 また，2017 年には，環境省・農林水産省・国土交通省

の３省連携による地域適応コンソーシアム事業 5)を開始

した。この事業では，全国６ブロック（北海道・東北，関

東，中部，近畿，中国・四国，九州・沖縄）に国の地方行

政機関，都道府県，政令指定都市，有識者等により構成さ

れる地域協議会を設置し，参加者同士で適応策についての

優良事例の共有を行っている。加えて，都道府県・政令指

定都市からの要望を踏まて，35 項目の気候変動影響に関

する調査を行っている。具体的には，地域において守るべ

き農作物・漁獲物等の地域資源や，特定の地区における自

然災害，熱中症リスク，生態系など，様々な分野の気候変

動影響について，シミュレーションモデルなどを活用しな

がら，将来の気候変動影響についての調査等を行っている。

これらの調査結果を踏まえて，地域協議会で議論を深めな

がら，地域における科学的知見に基づく適応策について検

討している。 

 このように段階的に適応策が進展していく中で，適応策

の有効性や，更なる推進の必要性について，関係者の理解

が深まってきた。一方，政府の適応計画の策定後において

も，国会においては，引き続き適応策の法制化を求める声

が強かった。また，一部の地方公共団体からは，地域にお

いて適応策を推進するためにも，適応策の法的位置づけを

明確化するよう要望がなされた。これらの背景を受けて，

政府においては，関係府省庁連絡会議にて法制化の議論を

始め，中央環境審議会や，地方公共団体から法制度につい

ての意見聴取を行い，本年 2月 20日，気候変動適応法案
6)を閣議決定し，国会に提出した。その後，国会での審議

を経て，本年 6月 6日に気候変動適応法 7)が成立し，同月

13日に公布された。 

 

3. 法の概要 

気候変動適応法（以下「法」という。）は，①適応の総

合的推進，②情報基盤の整備，③地域の適応の強化，④適

応の国際展開等 の 4つの柱により構成されている（図 2

参照）。以下それぞれの柱ごとに，法の概要とこれらの規

定に基づく取組の方向性について記す。 

 
              図２．気候変動適応法の概要 
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3.1 適応の総合的推進 

 はじめに，国，地方公共団体，事業者，国民が気候変動

適応の推進のために担うべき役割を，責務や努力として規

定し，明確化している。その責務に従い，政府は，気候変

動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め，気候変動適応計画を定めなければならないとされてい

る。また，同計画の案は，環境の保全に関する基本的な政

策の企画及び立案並びに推進に関すること等の事務をつ

かさどる環境省が，関係府省庁と協議をし，案を作成する

ものとされている。 

 2015 年に閣議決定された適応計画は，法的根拠に基づ

くものではなく，主として関係府省庁の取組について記載

するものであった。一方，新しい法定計画では，関係府省

庁の取組に限らず，法に定める役割に従い，地方公共団体，

事業者，国民等の幅広い主体の連携・協力による取組を幅

広く盛り込むことで，適応策を強力に展開していくことが

可能になる。法では，施行前の準備として，この法律の施

行前においても気候変動適応計画を定めることができる

とされており，実際に法の施行開始に先立つ11月22日に，

新たな法定の気候変動適応計画が閣議決定された（計画の

概要は以下 4参照）。 

 また，法では，計画の定期的な見直し・改善のプロセス

が規定されている。具体的には，環境省は，気候変動影響

に関する最新の科学的知見等を踏まえ，おおむね５年ごと

に気候変動影響の評価を行い，政府は，その結果等を勘案

して気候変動適応計画を変更することとされている。気候

変動影響の評価は，科学に基づき客観的に行われることが

重要であり，中央環境審議会の意見を聴いて行うこととさ

れている。 

加えて，気候変動適応計画の PDCAに関連する規定もあ

る。計画の効果的な推進のためには，それぞれの施策が気

候変動の影響による被害の回避・軽減にどれだけ貢献した

のかなど，適応策の効果を定量的に把握・評価していくこ

とが重要である。しかしながら，適応策の効果を把握・評

価する手法は，適切な指標の設定が困難であること，適応

策の効果を評価するには長い期間を要すること等の課題

があり，我が国においても，また，諸外国においても，具

体的な手法はまだ確立されていない。このため，法では，

政府が気候変動適応の進展の状況をより的確に把握・評価

する手法を開発するよう努めることとされている。政府に

おいては，定期的に計画の進捗状況をフォローアップして

いくのはもちろんのこと，適応策の効果の把握・評価手法

を開発しながら，フォローアップの方法を改善していくこ

とを目指している。 

 

3.2 情報基盤の整備 

 国，地方公共団体，事業者，国民が気候変動適応に関す

る取組を推進していくためには，現在及び将来の気候変動

影響に関する科学的な情報が不可欠である。このため，法

では，国立環境研究所が，「気候変動影響及び気候変動適

応に関する情報の収集，整理，分析及び提供」の業務を行

うことが規定されており，国立環境研究所が中核となって

適応の情報基盤を整備していくこととなる。国立環境研究

所は，以前から気候変動適応情報プラットフォームを通じ

て情報収集・提供等の取組を行ってきたところであるが，

この取組を充実・強化し，同研究所の基幹的な業務として

中長期的に実施していくこととなる。 

 加えて，法では，国立環境研究所が地方公共団体の適応

策に関する計画策定や推進に対する技術的助言等を行う

こととされている。同研究所には，気候変動適応情報プラ

ットフォームを通じて気候変動影響に関する情報等を発

信してきた役割から更に発展し，その情報を地方公共団体

の施策に活用してもらえるよう，積極的に働きかけていく

新たな役割が期待されている。 

 気候変動の影響は，農業，自然災害，自然生態系など，

様々な分野に及び，多くの国の研究機関がそれぞれの分野

における気候変動影響に関連した調査研究等を行ってい

る。このため，法では，国立環境研究所は，農業や防災関

係の研究機関をはじめ，様々な国の調査研究等機関と連携

するよう努める旨が規定されている。更には，動植物の生

態の変化や，季節感の変化など，国民一人一人が日常生活

において得る情報は，地域ごとの気候変動影響を把握する

のに有用であることから，国立環境研究所には，国民にご

協力をいただきながら，そのような情報を収集・分析・提

供していく役割も期待されている。国民に参加いただき，

どのようにして気候変動影響に関する情報を収集してい

くか，その具体的な手法については今後の検討課題とされ

ている。 

 

3.3 地域での適応の強化 

気候変動の影響は，地域の気候や社会経済状況により異

なり，また，適応策は，地域の防災や農業等の施策と連携

しながら進めていくことが重要である。このため，法では，

都道府県及び市町村が地域気候変動適応計画を策定する

よう努めるとされている。現時点において，地方公共団体

における適応に関する計画は，43都道府県，18政令指定

都市，更にはそれ以外の一部の市町村においても策定され

ている。地方公共団体においては，既存計画に適応策の重

要性を記載するなどの対応が進んでいる一方で，具体的な

適応策の検討はこれからの段階であるところが多いため，

142 



＜特集＞ 気候変動適応法に基づく地域気候変動適応センターと地方環境研究所に期待される役割 

 
〔 全国環境研会誌 〕Vol.43 No.4（2018） 

6 

国においては，地方公共団体の取組をより一層後押しして

いくことが求められている。このため，環境省としては，

今後，地方公共団体が円滑に地域計画を策定し，適応策を

実施できるよう，計画策定マニュアルを策定していくこと

としている。また，前述の国立環境研究所による技術的助

言を充実させていくこととしている。 

また，法では，都道府県及び市町村が地域における気候

変動影響に関する情報の収集・分析・提供等を行う拠点と

して，地域気候変動適応センターを確保するよう努めると

されている。同センターには，地域において関連する活動

を行っている地域の大学や地方環境研究所に，その役割を

担っていただくことを想定している。同センターは，国立

環境研究所の技術的助言を受けつつ，共同研究等を通じて

連携しながら，地方公共団体の地域計画の策定や実施を支

援していくことが期待されている。 

地域における適応策の取組は始まったばかりであり，

地域の関係者においては，優良事例を共有し合い，連携を

しながら効果的な適応策を実施していくことが重要であ

る。このため，法では，国の地方行政機関，都道府県，市

町村，地域気候変動適応センター，事業者等，地域の気候

変動適応に関係を有する者は，気候変動適応広域協議会を

組織することができるとされている。また，広域協議会の

庶務は，地方環境事務所が担うこととされている。広域協

議会は，地域適応コンソーシアム事業で設置をした全国 6

ブロックの地域協議会を発展させることで組織していく

ことを想定しており，今後，広域協議会の下で，地域の関

係者連携による適応策が進展することが期待されている。 

 

3.4 適応の国際展開等 

 開発途上国は，気候変動に特に脆弱であり，適応策に対

する強いニーズがある。このため，法では，国は，気候変

動等に関する情報の国際間における共有体制を整備する

とともに，開発途上地域に対する気候変動適応に関する技

術協力等の国際協力を推進するよう努めるとされている。

また，我が国の民間事業者は，防災対策や営農支援など，

適応に関する様々な技術・製品・サービスを有しており，

これらを提供する適応ビジネスを展開することは，我が国

の国際協力にもつながるものである。このような観点から，

法では，国は，事業者等の気候変動適応に資する事業活動

の促進を図るため，情報の提供等の援助を行うよう努める

とされている。 

情報の国際間における共有体制としては，これまで国内

において推進してきた気候変動適応情報プラットフォー

ムの取組を国際展開していくことを想定しており，日本の

気候変動対策支援イニシアティブ 8）の一環として，2020

年までに「アジア太平洋気候変動適応情報プラットフォー

ム（AP-PLAT）」を構築していくことを目指している。また，

AP-PLATを通じて，開発途上国における将来の気候変動影

響に関するリスク情報と合わせて，我が国の民間事業者が

有する適応技術・製品・サービスに関する情報を積極的に

発信し，適応ビジネスの発展を図っていくこととしている。 

 

 

 
図３．気候変動適応計画の基本戦略 

 
4. 気候変動適応計画の概要 

11月 22日に閣議決定された気候変動適応計画では，法

の規定を踏まえて，国，地方公共団体，事業者，国民のそ

れぞれの主体，及び情報基盤の中核の役割を担う国立環境

研究所の果たすべき役割を規定している。その上で，気候

変動適応策を推進するに当たって特に重視する７つの基

本戦略を定めている（図 3）。 

 第 1の戦略として，あらゆる関連施策に気候変動適応を
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組み込むことを掲げ，第 2，第 3に科学的知見に基づき関

係研究機関の英知を集約すること，第 4に地域の適応策の

推進，第 5に国民の理解と事業者の適応の促進，第 6に開

発途上国の能力向上への貢献を定めている。そして第 7

の戦略として，環境大臣を議長とする「気候変動推進会議」

を設置し，関係省庁が緊密に連携して気候変動適応を推進

していくこととしている。 

さらに，本計画では，第 2章で農林水産業，水資源・水

環境，自然生態系，自然災害，健康，産業・経済活動，国

民生活・都市生活の６つの分野及び基盤的な分野に関する

関係省庁の適応関係施策を記載している。新設の気候変動

推進会議において計画に示された施策の進捗状況を毎年

度確認するとともに，おおむね 5年ごとに行われる気候変

動影響に関する評価の結果を踏まえ，計画を見直していく

こととしている。法に基づく最初の気候変動影響評価とな

る次回の評価は，施行開始から５年後の 2023年ではなく

2020年に行うこととしている。これは，2015年 3月に中

央環境審議会がとりまとめた影響評価から起算して 5 年

後に評価を行うこととしたものである。 

 

5. おわりに 

法は，本年 12月 1日に施行される予定となっている。

一方，適応策の充実・強化は喫緊の課題であることから，

政府は，速やかに法に基づく気候変動適応計画の策定に向

けて検討を進め，法の施行までに計画を策定することを予

定している。地方公共団体においても，法に基づき，具体

的な適応策が盛り込まれた充実した地域気候変動適応計

画の策定が進むことが期待される。また，国立環境研究所

が中核となって，国や地域の研究機関と連携をしながら，

適応の情報基盤である気候変動適応情報プラットフォー

ムを充実・強化していくこととなり，同研究所が提供する

科学的な情報に基づき，国，地方公共団体，事業者，国民

による実効性の高い適応策が推進されていくことが期待

される。 

このように法に基づく適応策の進展が期待される一方，

気候変動に対応するには，国際社会が協調して温室効果ガ

スの排出削減（緩和策）に最大限取り組むことにより，気

候変動の影響を最小化することが必要不可欠であること

は論を待たない。法案の国会審議においても「緩和策の推

進こそが最大の適応策」であることがたびたび強調された。

我が国における緩和策は，地球温暖化対策推進法の下で政

府一体となった取組が進められており，引き続きこれらの

取組をいささかも弱めることなく，温室効果ガスの 2030

年度 26%削減，更には 2050年 80%削減に向けて，全力で取

り組んでいくことが求められる。気候変動の脅威から国民

の生命・財産を守るため，地球温暖化対策推進法と気候変

動適応法の２つの法律を礎に，まさに「車の両輪」である

緩和策と適応策を着実に進展させていくことが重要であ

る。 

 

補注 

1) 日本における気候変動による影響の評価に関する報告

と今後の課題について（意見具申）(平成 27年３月中央環

境審議会)  

http://www.env.go.jp/press/upload/upfile/100480/274

61.pdf 

2) 気候変動の影響への適応計画（平成 27年 11月 27日閣

議決定） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/tekiou/siryo1.pd

f 

3) 気候変動の影響への適応計画の試行的なフォローアッ

プ報告書（平成 29年 10月 11日気候変動の影響への適応

に関する関係府省庁連絡会議） 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/tekiou/H28_houko

kusyo_r.pdf 

4) 気候変動適応情報プラットフォーム 

http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/ 

5) 地域適応コンソーシアム事業 

http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/lets/cons

o/overview/index.html 

6) 気候変動適応法案の閣議決定について 

https://www.env.go.jp/press/105165.html 

7) 気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号） 

http://www.env.go.jp/earth/tekiou/tekiouhou_jyoubun

_r1.pdf 

8) 日本の気候変動対策支援イニシアティブ～途上国のニ

ーズに応えて～（平成 28年 11月） 

https://www.env.go.jp/press/files/jp/104165.pdf
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1. はじめに 

2018 年の夏は，7 月 23 日に埼玉県の熊谷市で国内の観

測史上最高となる 41.1℃を記録し，全国で記録的な高温

となり，熱中症による救急搬送者が多数報告された 1), 2)。

さらに，西日本を中心に全国の広い範囲で記録的な大雨

となった「平成 30年 7月豪雨」では甚大な被害が生じた
1), 3)。近年のこうした高温や記録的な豪雨による被害もあ

り，国内では，将来の気候変動への影響に対する適応の

取組が本格化しつつある。2015 年には「気候変動の影響

への適応計画」が閣議決定され，2018年 6月には，「気候

変動適応法（以下，適応法）」が全会一致で可決され，同

年末には施行予定である。本稿では，気候変動による影

響とその研究の現状，国立環境研究所と地方環境研究所

の連携，地方環境研究所に期待するものについて考察す

る。 

 

2. 世界・日本における気候変動とその影響 

2018年 10月に IPCC（Intergovernmental Panel on 

Climate Change）が発行した特別報告書「1.5℃の地球温

暖化」によれば，人為起源による気温上昇は 2017年の時

点でおおよそ 1.0℃上昇しているとし，現在の度合いで温

暖化が進めば，2030年から 2052年の間に，パリ協定で合

意した世界の平均気温の上昇限度である 1.5℃に達する

可能性が高いと述べている 4)。世界の年平均気温は長期的

に約 0.73℃ /100 年の割合で上昇しており，特に 1990年

代半ば以降は高温の年が多くなっている 5）。この気温上昇

傾向は，世界一様ではないものの，世界のほとんどの地

域で生じており，日本においても，1990 年代以降に高温

となる年が頻出している。2016年の日本の年平均気温は，

1898年の統計開始以降，世界と同様に最も高い値となっ

た。日本の年平均気温は，長期的には 100年あたり約

1.19℃の割合で上昇している 6）。 

近年，様々な極端現象（特定の地点と時期においてま

れにしか起こらない極端な気象の現象）にも変化が現れ

ている。例えば，寒い日や寒い夜の頻度の減少や昇温，

暑い日や暑い夜の頻度の増加や昇温はほとんどの陸域で

見られている可能性が非常に高く，人間活動に起因する

可能性が非常に高いことが示唆されている 7）。2013 年に

公表された IPCC 第一作業部会の第五次評価報告書によ

ると，「気候システムの温暖化には疑う余地がなく，また

1950 年代以降，観測された変化の多くは数十年から数千

年間にわたり前例のないものである。大気と海洋は温暖

化し，雪氷の量は減少し，海面水位は上昇している」と

報告されている 7）。 

 日本においては，猛暑日（1 日の最高気温が 35℃を超

える日）の発生日数が増加傾向にあり，日降水量 100mm

以上および 200mm以上の日数も，1901～2013年の 113 年

間で増加傾向が明瞭に現れている。しかしながら，弱い

降水も含めた降水の日数（日降水量 1.0mm 以上）は減少

しており，降水量の両極端化傾向にある 8)。 

このような地球温暖化の進行により，ここ数十年の間

に，すべての大陸と海洋において自然システムや人間社

会に影響が発現しており，特に，自然システムにおいて

最も強くかつ包括的に現れていることが報告されている
9)。 

 日本においても，既に気候変動による影響が現れてい

る。農業分野では，コメの白未熟粒や胴割粒などが発生

するなど，登熟期間の気温によって大きな影響を受ける

ことが知られているが，既に全国でこのような気温の上

昇による品質の低下が確認されている 10)。また，一部の

地域や極端な高温年には収量の減少も見られる 9)。水資源

に関しては，降水量の多い年と少ない年の差が拡大する

傾向にあり，渇水と洪水の発生リスクが高くなっている。

例えば，1991年から 2010年にかけて，四国地方を中心と

する西日本や東海，関東地方で渇水が頻繁に発生した 11）。

生態系に関しては，気温の上昇に伴うサクラの開花日の

全国的な早まりやカエデの紅葉日の遅れなどの植物季節

に変化がみられ，積雪域の変化によるニホンジカやイノ

シシの分布の拡大，暖かい気候を好むナガサキアゲハの

分布域の北上などが報告されている 11）。また，日本の周
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辺海域では，海水温の上昇により北方系の種が減少し，

南方系の種の増加・分布拡大が報告されている．さらに，

サンゴの白化や藻場の消失・北上なども確認されている
11）。特に，2016 年夏には，奄美群島～八重山諸島の広い

海域において，夏季の高水温が主な原因と考えられる大

規模なサンゴの白化現象が発生した。日本最大のサンゴ

礁海域である石西礁湖では，90%以上のサンゴが白化し，

その多くが死滅する等，1998 年に発生した大規模白化現

象以降最も深刻な状態となり，極めて憂慮すべき事態と

されている 10) 。 

河川における気候変動の影響は自然災害につながること

がある。近年，大雨や短時間強雨の増加傾向が顕在化し

ており，降雨に伴う水害被害が国内各地で発生している。

2015年は，台風第 18号による茨城県鬼怒川の堤防の決壊

や台風第 11号による徳島県那賀川の氾濫等の影響で，水

害被害額が全国で約 3,900億円となり，2006～2015年の

過去 10年間で 3番目に大きい被害額となった。2016年は，

岩手県における多量の土砂や流木を含む洪水による浸水

被害や北海道における石狩川水系空知川の堤防の決壊

（台風第 10 号），熊本県における梅雨前線豪雨に伴う土

石流等の影響により，水害被害額は全国で約 4,620 億円

となり，過去 10 年間（2007～2016 年）で 2 番目に大き

い被害額となった。続く 2017年には，九州北部豪雨によ

り，大量の土砂や流木を伴う洪水が発生し，甚大な被害

が発生した 10)。健康に関しては，熱中症による死亡者数

の増加傾向やデング熱を媒介するヒトスジシマカの分布

域の北上，などが報告されている 10)。 

このように，気候変動による影響は遠い将来に生じる

ものではなく，世界中の様々な分野で顕在化しつつある

ため，温暖化対策には温室効果ガスの排出を抑制して気

温の上昇を緩やかにする「緩和」を行うと同時に，今後

中長期的に避けられない気候変動による影響への備えと

新しい気候条件を利用する「適応」への取組が急務とな

っている。 

 

3. 気候変動適応とは 

気候変動の進行を食い止めるために温室効果ガスの削

減（緩和）を実施することが，最も重要な対策であるが，

緩和を推進しても気候変動の影響が避けられない場合，

その影響に対して損害を和らげ，回避し，または有益な

機会を活かすために，自然や人間社会のあり方を調整し

ていくことが「適応」である 12)。気候変動影響によるリ

スクは，人間・社会及び自然システムにおいて，①影響

への感受性や受けやすさ，②リスクに曝されるかどうか，

③損害・損失をもたらしうる影響，の相互作用によって

望ましくない結果が生じる可能性があることである。こ

のようなリスクは，程度や速度が地域や分野によって異

なるため，地域に応じた法制度や社会システムの整備が

重要となる。また，気候変動リスクの負の側面のみにと

らわれず，その変化を積極的に生かすという考え方も必

要となる。国際的には，気候変動への適応が，社会にお

ける認知と普及の段階から，計画・戦略・法規制および

プロジェクトの構築と実施段階へと移行しつつある。日

本においても，適応について総合的かつ計画的に取組を

進めるため，関係府省庁が連携し，政府の「気候変動の

影響への適応計画 13)」が，2015年 11月 27 日に閣議決定

され，第二回の適応計画も本年には公表される予定であ

る。これらにより，自治体において適応策の検討が促進

されていくことが期待されている。 

 

4. 日本の適応計画 13) 

2015年閣議決定「気候変動の影響への適応計画（以下，

適応計画）」では，日本社会は「いかなる気候変動の影響

が生じようとも，気候変動の影響への適応策を通じて社

会システムや自然システムを調整することにより，気候

変動の影響による国民の生命，財産及び生活，経済，自

然環境等への被害を最小化あるいは回避し，迅速に回復

できる，安全・安心で持続可能な社会を構築することを

目指す」としている。また，具体的な取組みとして，次

の 5つの基本戦略を設定している。 

① 政府施策への適応の組み込み 

② 科学的知見の充実 

③ 気候リスク情報等の共有と提供を通じた理解と協力

の促進 

④ 地域での適応の推進 

⑤ 国際協力・貢献の推進 

気候に関するリスクへの対応には，将来の気候変動の

影響の重大性や緊急性に不確実性があるなか，人口減少

や高齢化等の今後の社会環境の変化を踏まえて意思決定

を行うことを伴う。適応計画では，できるだけ手戻りな

く適時的確に適応を進めていけるよう，反復的なリスク

マネジメントを行うとしている。具体的には，気候変動

及びその影響の評価を定期的に実施し，その影響評価結

果を踏まえて，適応策の検討・実施を行い，その進捗状

況を把握し，必要に応じて見直すというサイクルを繰り

返し行うことで順応的なアプローチによる適応を進めて

いくとある。適応計画の見直しは，おおむね 5 年程度を

めどに影響の評価を実施し，その結果や各施策の状況等

を踏まえて，必要に応じて計画を見直しすることになっ

ている。注）2018年 11月 27日付で「気候変動適応計画」

が新たに閣議決定されている。 

 

5. 気候変動影響研究 

わが国では，これまでも気候変動の影響への適応の検
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討を進めてきた 13)。第三次環境基本計画（2006 年 4月閣

議決定）には，適応策の在り方に関する検討や技術的な

研究を進めること，研究の成果を活用しながら国内で必

要な適応策を実施することなどが定められた 13)。こうし

た施策を後押しする国の研究の例として，次があげられ

る。文部科学省が実施した，「21 世紀気候変動予測革新

プログラム（KAKUSHIN）」（2007 年～2011 年）14)では，気

候モデルの高度化や将来の気候変動予測，自然災害分野

における気候変動の影響評価等の研究を推進した。また，

「気候変動適応研究推進プログラム（RECCA）」（2010年～

2014 年）15）において，地域規模で行われる気候変動適応

策立案に科学的知見として提供するために必要となる研

究開発を行った。さらに，「気候変動リスク情報創生プロ

グラム（SOUSEI）」（2012 年～2016 年）16)では，気候変動

予測の更なる高度化や，気候変動によって生じる多様な

リスクの管理に必要となる基盤的情報の創出を目指した

研究に取り組んだ。現在は，「気候変動適応技術社会実装

プログラム（SI-CAT）」（2015 年～）17)において，日本全

国の地方自治体等が行う気候変動対応策の検討・策定に

汎用的に生かされるような信頼性の高い近未来の気候変

動予測技術や気候変動影響に対する適応策の効果の評価

を可能とする技術開発を行っているところである。さら

に「気候変動適応技術社会実装プログラム（統合プロ）」
18)では，気候変動対策のために，気候モデルをさらに発展

させ，社会経済シナリオとの連携を図り，具体的な地域

での適応計画に気候モデルの知見を反映することを目的

としている。また環境省では，「温暖化の危険な水準及び

温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影響の総

合的評価に関する研究（S-4）」（2005年～2009年）19)にお

いて，主要な分野における気候変動の影響に関する総合

的な評価を行い，「温暖化影響評価・適応政策に関する総

合的研究（S-8）」（2010年～2014年）20)では，地域ごとの

影響予測や適応策の推進手法等に関する研究を推進した。

また 2017年度からは，環境省と関係府省庁の取組として，

「地域適応コンソーシアム事業」21)が行われている。この

事業は，地方公共団体の気候変動の影響評価や，科学的

な知見に基づく適応策の立案・実施を推進するものであ

る。具体的には，6つの地域ブロックごとに，国，関係府

省庁，地方公共団体，研究機関等の関係者が連携して気

候変動の影響評価等を実施するものである。この事業を

通じ，地方公共団体が独立して気候変動の影響評価や適

応策の立案・実施を進めることが可能となるよう，地域

の体制構築等の仕組みづくりも進めていくものとしてい

る。 

 

6. 気候変動適応情報プラットフォーム 22) 

「気候変動適応情報プラットフォーム」は，国の適応

計画の基本戦略のうち，「気候リスク情報等の共有と提供

を通じた理解と協力の促進」を進める中核的基盤として，

2016 年 8 月に環境省が関係府省庁と連携して設置したも

のであり，事務局である国立環境研究所が科学的な知見

を基に運営している。このプラットフォームは，地方公

共団体，事業者，国民等の各主体の適応の取り組みを支

える情報基盤として，利用者ニーズに応じた情報の提供，

適応策の支援ツールの開発・提供，優良事例の収集・整

理等を行っている。「気候変動適応情報プラットフォーム

（A-PLAT）」では，気候変動の影響への適応に関する情報

を一元的に発信している。主なコンテンツとして，①地

方公共団体の適応計画一覧，②観測された気候データや

将来の気候予測，複数の気候モデルによる将来影響予測

データ，③地方での適応取組を紹介するインタビュー，

④適応策の事例集，⑤民間事業者による適応ビジネス・

気候リスク管理のケーススタディ紹介，⑥地方公共団体

の適応計画策定の指針となる「気候変動適応計画策定ガ

イドライン」，⑦個人向けの気候変動の影響と適応策の解

説，⑧気候変動影響に関する文献情報の提供，などがあ

る。このうち②にあたる「全国・都道府県情報」（図１）

では，S-8 プロジェクト成果を掲載している。基準期間

（1981年～2000年）および 2031年～2050年，2081年～

2100 年の 3 期間に分けて農業・水環境・自然生態系・自

然災害・健康の各分野への影響予測 20)を，全国および都

道府県別に示すことで，自治体が長期的な適応策を検討

する際の指針となることを目指している。  
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図 1  全国都道府県情報，石川県の例 

また，⑦の個人のための解説ページでは，気温の上昇に

よる熱中症の予防策や集中豪雨などの異常気象がもたら

す災害への備えなど，気候変動による身近な影響への適

応策についても紹介している（図 2）。今後は，適応法お

よび適応計画に従って各主体による適応策を推進してい

くために，さらなる科学的知見の創出や集積，発信・配

信が求められている。 

   

図 2 個人の適応ページ 

 

7. 国環研気候変動適応センター 

適応法により，気候変動影響及び気候変動適応に関す

る情報の収集，整理，分析及び提供，並びに地方公共団

体及び地域適応センターにおける気候変動適応に関する

取組に係る技術的助言等を行う役割を国環研が担うこと

が定められた。この新たな業務や気候変動適応に関する

研究を一体的に実施するための拠点として，気候変動適

応法の施行日に合わせ，2018 年 12 月１日に気候変動適

応センター（以下，適応センター）を設立する運びにな

った。適応センターの主な役割は，気候変動影響・適応

に関する情報の収集・整理・分析や研究を推進するため

の中核を担うことであり，その成果を広く提供すること

で，政府，地方公共団体による気候変動適応に関する計

画の策定や適応策の実施をはじめ，事業者や個人を含む

各主体による気候変動適応に関する取組に貢献すること

を目指す（図 3）。  

   

 

図 3 適応センターの位置づけと役割 

適応センターの主業務は次の 4つに分けられる。  

① 情報基盤の整備：地方公共団体や事業者等の取り組

みの促進を目的とする A-PLATを情報基盤として充実・

強化する。また，アジア太平洋地域の途上国における

適応計画の策定・実施を支援するための情報基盤とし

て，アジア太平洋気候変動適応プラットフォーム

（AP-PLAT）を 2020 年度目途に構築し，適応に関する

国際的連携・国際協力に貢献する。  

② 地方公共団体及び地域気候変動適応センター支援：

A-PLAT による情報提供や気候変動等に関する調査研

究又は技術開発を行う機関との連携等を通じて，気候

変動適応法に規定される以下の業務を実施する。 

・都道府県又は市町村による気候変動適応計画の策定

及び推進に係る技術的助言その他技術的援助 

・地域気候変動適応センターに対する技術的助言その

他技術的援助 

・気候変動適応広域協議会からの求めに応じた資料や

解説の提供，意見の表明等 

③ 地球観測連携拠点（温暖化分野）の事務局運営：地

球観測に関する関係府省庁・機関の連携を強化するた

めの連携拠点として 2006年に設置された「地球観測連

携拠点（温暖化分野）」の事務局（地球温暖化観測推進

事務局）を引き続き務める。 事務局では気候変動の研

究や対策技術の検討に必要な，観測ニーズ・観測計画・

データ流通促進・観測施設の相互利用等に関する調

査・分析を行うとともに，会議開催支援，広報などの

面で，「地球観測連携拠点（温暖化分野）」の統合的・

効率的活動を支援する。 

④ アウトリーチ活動：地方公共団体や事業者，国民を

対象とした気候変動影響や適応に係るシンポジウムや

講演会，ワークショップを開催するとともに，地方公

共団体担当者等との意見交換を行い，各主体の気候変

動適応の取組を支援する。  

また適応センターでは，気候変動適応推進に関する業

務を科学的に支援するために，気候変動影響・適応に関

する「気候変動適応研究プログラム」を編成して，気候

変動影響に関する観測・監視や気候変動影響評価手法，

適応戦略に関する調査研究・技術開発に取り組む。本研

究プログラムの成果は，政府による気候変動影響の総合

的な評価についての報告書の作成や気候変動適応計画の

変更といった政策決定に貢献するとともに，A-PLAT 及や

AP-PLAT を通じて公表し，地方公共団体をはじめとする

各主体による気候変動適応に関する取り組みに貢献する

ことを目指す。 

 

8. 効果的な適応策に向けて 9), 12) 
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不十分な計画や短期的に過度な成果を求める計画，不

十分な将来影響評価に基づく計画など，十分な検討がな

されない適応は，将来の気候変動リスクを増大させる懸

念がある。そこで，効果的な適応策を実施するためには，

以下について理解しておく必要がある。 

① 各地域の場所や状況など特徴に合わせた実施が重要

である。気候変動に対する脆弱性や影響の度合いは国

内でも一様ではないため，地方自治体や住民が一体と

なって，地域特性に応じた気候変動適応社会を実現す

ることが求められる 23)。 

② 計画とその実施は，個人から政府まで，あらゆる層

が取り組むことが必要である。IPCC 第 5次評価報告書

においても，適応の計画立案と実施は，個人から政府

まであらゆる層にわたる補完的な行動を通じて強化さ

れうるとされており，政府が，地方公共団体や事業者，

国民など各主体に対して気候変動に関するリスクや対

策，技術等の情報を提供するとともにわかりやすく知

識を広める普及啓発を行うことは，各々の主体の適応

努力を促進するために重要な役割を果たす。一方，地

方公共団体や民間部門は，コミュニティ，家庭及び市

民社会における適応策の規模の拡大などの役割があり，

適応策を進展させるためにますます必要不可欠である

と認識されている。 

③ まず取り組むべきことは，現存する気候変動の脆弱

性や曝露の低減である。気候に対する強靭性（レジリ

エンス）は，「如何なる危機に直面しても，弾力性のあ

るしなやかな強さ（強靭さ）によって，致命傷を受け

ることなく，被害を最小化あるいは回避し，迅速に回

復する社会，経済及び環境システムの能力」13)と理解さ

れている。このような強靭性の構築が適応を進める上

で重要視されている。実際の被害の発生状況は社会の

もつ弱さや備え不足を事前に手当てしておくことで大

きく異なってくる。あらかじめ気候変動とその影響の

現状や将来のリスクを把握し，長期的な視点に立ち，

脆弱性を低減して，強靭性を確保していくことが重要

である。また，このような脆弱性の低減による適応策

の検討にあたっては，適応策自体が環境に負荷を与え

るものとならないよう自然環境の保全・再生・創出に

配慮すること，自然環境が有する多様な機能も活用す

るべきである。つまり工学的・生態学的手法，土地利

用，社会的・制度的手法等の様々な手法を適切に組み

合わせて，総合的に適応を進めていく視点を持つこと

が重要である。 

④ 計画の策定と実施においては，社会における価値観

や目的，リスクの認識の影響を受ける。よって，多様

な利害，状況，社会文化的背景及びその期待するとこ

ろを認識することは，意思決定の過程で重要である。

地域社会や環境に対する住民の視野や地域固有の活動

及び伝統的知識は，気候変動への適応のために大きな

手助けとなるが，これらは既存の適応策として常に利

用されてきたわけではない。既存の活動にそのような

知識を取り込むことで，適応策の効果が向上する。 

⑤ 意思決定の種類や決定に至る過程，また主体者が多

岐にわたる場合には，意思決定に対する支援が最も有

効である。気候変動適応情報プラットフォームのよう

な科学と意思決定の橋渡しを行う組織は，気候に関す

る知識の発展や共有などにおいて重要な役割を担って

いる。 

⑥ 政策による直接介入や経済的なインセンティブなど

により，自発的な適応活動を促進することが可能であ

る。これには官民の資金協力や助成金，さらには規制

などによる手段が挙げられる。この場合，効率よく費

用対効果が高くなるように計画することが重要である。

ただし，主要な課題に十分注意を払わないと，阻害要

因となったり市場の失敗につながったりする恐れがあ

る。 

⑦ 計画や実施には様々な制約が存在する。よくある制

約は，財源及び人的資源による制約，組織の統合や連

携にかかる制約のほか，予測される影響に関して不確

実性があること，リスクに対する認識が異なること，

価値観の競合，主要な適応の指導者や提唱者の不在，

そして適応の有効性をモニタリングする手段が限られ

ていることなどから生じる。他にも，研究，モニタリ

ング及び観測，そしてそれらを維持する資金が不十分

という制約もある。これらの制約の中で，社会的過程

としての適応の複雑性を過小評価すると，目指す適応

策の結果に過剰に期待してしまいかねないので注意が

必要である。 

⑧ 不十分な予測や計画，短期的成果の過度な追求が適

応の失敗をもたらす可能性がある。不完全な適応は，

適応の対象となるグループの脆弱性又は曝露，もしく

はその他の人々，場所又は分野の脆弱性を増大させう

る。気候変動よって増大するリスクへの短期的な対応

には，将来の選択肢を制限する場合もある。例えば，

曝露した資産の保護を強化したことによって，追加的

な保護措置を取り続けなければならなくなる，などが

挙げられる。 

⑨ 世界全体で必要とされる適応と，実際に適応に利用

可能な資金にはギャップが存在する。よって，世界全

体の適応策に要する費用，財源，投資についてさらに

評価を行う必要がある。しかし，世界全体の適応費用

を算定する研究には，データ，手法，対象範囲が不十

分である。 

⑩ 適応や緩和には，コベネフィットや相乗効果，トレ
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ードオフが存在する。コベネフィットを伴う行動事例

として，(i) エネルギー効率の向上とエネルギー源を

よりクリーンにすることが，健康を害し気候を変える

大気汚染物質の排出削減につながること，(ii) 都市の

緑化や水の再利用を通じて，都市域におけるエネルギ

ーや水の消費量が削減されること，(iii) 持続可能な

農業と林業，そして，(iv) 炭素貯留やその他の生態系

サービスのために生態系を保護することがあげられる。 

 

9. 地域における適応策推進の課題 

一部地域では，こうした研究成果や情報を用いて効果

的な適応策の検討や実装を推進する動きがみられる。例

えば埼玉県では，SI-CATプログラムの研究成果を活用し，

2019 年にラグビーワールドカップが開催される熊谷スポ

ーツ文化公園の暑熱対策を複数検討し，その結果から最

適な策を選択して実装した 24)。横浜市では，商業施設が

集積する地域での豪雨災害の経験から，横浜駅周辺での

内水対策を時間降雨量 50mm（5年確率降雨）から 60mm（10

年確率降雨）に対応できるようにしており，いずれは 82mm

（50 年確率降雨）に耐えられる都市づくりを目指してい

る 25）。地域での取組支援として環境省は，2015 年度から

2 ヵ年計画で，11 の自治体を対象としたモデル事業を実

施し，文献調査や専門家の紹介等を通して，各モデル自

治体の気候変動の影響についての知見の整理や適応に関

する計画の策定の支援を行った 26)。さらには，モデル事

業を通じて得た知見を基に，適応に関する計画の策定手

順や課題等を整理して「地方公共団体における気候変動

適応計画策定ガイドライン 27)」を 2016年に作成し，全国

の地方公共団体による計画策定を推進している。 

しかし，このように地域での適応策検討に資する研究

の推進や影響評価の支援など，地域が適応に関する取り

組みを検討する基盤がそろいつつある一方，自治体が独

自で適応計画を策定したり適応策を実行に移したりする

には，まだ課題が残る。毎日新聞の全国調査によると，

都道県と政令指定都市の約７割が適応策の推進には「影

響予測や対策に関する科学的な情報が不足している」と

し，また「専門的な職員」が不足しているとの回答が 3

割近くあった 28)。さらに，国環研が行ったインタビュー

によれば，庁内における適応の認知度の低さ 29), 30)，将来

の気候変動に備えた予算確保に対する視点の欠如 30), 地

域の重要な産業に関する気候変動の影響評価や適応策の

情報が十分ではない 31)などの問題点があることが明らか

になった。 

 

10. 国立環境研究所と地方環境研究所の連携 32) 

適応法では，日本における適応策の法的位置づけを明

確化し，国，地方公共団体，事業者，国民が連携・協力

して適応策を推進する法的仕組みが整備された。適応法

では地球温暖化その他の気候の変動に起因して，生活，

社会，経済及び自然環境における気候変動が生じている

こと，これが長期にわたり拡大する恐れがあることに鑑

みて，①気候変動適応に関する計画を策定して②情報提

供やその他必要な措置を講ずることにより気候変動適応

を促進し，現在および将来の国民の健康で文化的な生活

の確保に寄与することを目的としている。このうち，①

の適応計画の策定にあたり，多様な分野における気候変

動影響の観測，監視，予測及び評価に関する最新の科学

的知見を踏まえ，おおむね 5 年ごとに気候変動影響の総

合的な評価を行い，必要に応じて改定することを謳って

いる。また②の気候変動適応の促進については，国立環

境研究所が影響と適応に関する情報の収集・整理および

分析と提供を行うこと，地方公共団体による地域気候変

動適応計画の策定又は推進に係る技術的支援を行うこと，

と規定している。適応法ではまた，地方公共団体が，そ

の区域の状況に応じた気候変動適応に関する施策を推進

するよう努め，その推進を図るため，地域気候変動適応

計画を策定するよう努めるものとする，とある。また，

これに必要な情報を収集して整理・分析し提供する，さ

らに技術的助言を行う「地域気候変動適応センター（以

下，地域適応センター）」を地方公共団体が確保すること

を推奨している。このような地方公共団体や地域適応セ

ンターの担う役割の中心的な組織として，地方環境研究

所の活躍が期待される。 

 

11. 地方環境研究所に期待するもの 

今後日本においては，2018 年末に施行される適応法と

国の適応計画を基礎として，自治体が事業者や市民を巻

き込んで，各地域の特性に応じた適応計画を策定し適応

策を検討・実施していくことが期待される。適応の計画

と実践には，①インフラと資産の管理・更新・開発，②

技術プロセスの最適化，③制度と行動様式の変化あるい

は強化，④統合的な天然資源管理，⑤リスク移転を含む

金融サービス，⑥早期警告と予見的な計画立案を支援す

る情報システム，など，様々な項目を組み合わせて検討

していかなくてはならない。このとき，適応計画の戦略

を自治体の開発ニーズと計画に関連づけることで，「後悔

の少ない戦略（現在の気候条件下でも，将来の気候変動

シナリオ幅の下においても，正味の社会的・経済的便益

が得られること）」を選択していくことも，地域の適応計

画立案と実施の後押しとなる。 

地域における適応への取り組みはまだスタートライン

に立ったばかりである。地方環境研究所の取り組んでき

た環境行政を推進するためのモニタリングや試験検査等

の技術や経験は，不確実性を伴い気候変動影響の評価や
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適応策の推進においても，地域の実情に応じた「公開の

少ない戦略」構築のために重要な科学的知見の創出とそ

の解決策の提示に大きく貢献できると期待している。 
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＜特 集＞気候変動適応法に基づく地域気候変動適応センターと地方環境研究所に期待される

役割 

 

埼玉県における気候変動実態と適応策への取組 
 

嶋田知英・原政之・本城慶多・武藤洋介 

（埼玉県環境科学国際センター） 

 

 

 

1．はじめに 

日本では，戦後，高度成長とともに大気汚染や水質汚

濁といった公害が表面化し，大きな社会問題となった。

そこで，1967年には公害対策基本法が制定され，様々な

技術開発や規制が行われ，その結果，近年，公害問題は

大きく改善してきた。「平成30年版環境白書・循環型社

会白書・生物多様性白書」1）によると，大気汚染物質で

あるNO2やSPMの，2016年度の環境基準達成率は，一般局

で100％となり，さらに改善傾向にある。また，公共用水

域の環境基準達成率も，健康項目，生活環境項目（BOD

またはCOD）いずれも90％を超え，高い達成率となってい

る。とはいえ，過去に問題となった全ての公害問題が解

決されたわけではない。環境基準を全く達成できていな

い光化学オキシダントや，達成率の低い湖沼の水質問題

など，依然残されているものもある。しかし，典型七公

害に代表される公害問題の多くは改善され一定の道筋が

見えていると言っても良い。 

このようにかつての公害問題は解決されつつあるが，

一方で，環境問題としては大きな課題も残されている。

一つは，生物多様性の喪失という問題である。現在，地

球は，かつて経験したことのない大量絶滅の時代を迎え

ていると言われている1）。また，その絶滅の多くは人間

活動によると指摘されている。日本でも，豊かな自然環

境が失われ，生物多様性の質や量が低下しつつあること

は間違いない。この，生物多様性をいかに保全し持続可

能な利用を図ってゆくのかが大きな課題となっている。

生物多様性保全の難しさは，公害問題と異なり必ずしも

正解が一つとは限らない点にある。公害問題の多くは，

環境基準の達成が目標となることが多いが，生物多様性

保全の場合，目指すべき目標は一つとは限らない。手つ

かずの自然を目標とすべきという考え方がある一方，里

地里山の様な人間が関わることで維持される二次的自然

環境こそ保全すべきだとの考え方もある。目標となる自

然環境は，対象となる場所の地理的環境や関わる人々の

考え方により多様で正解はない。したがって，生物多様

性の保全には，科学技術による課題解決だけではなく，

熟議による合意形成が重要であり，ハードルは高い。 

生物多様性保全と並ぶもう一つの課題が，気候変動で

ある。気候変動の原因物質は，温室効果ガスであるが，

主要な温室効果ガスである二酸化炭素は，人間がエネル

ギーを得るための化石燃料燃焼により発生するものであ

り，気候変動問題はエネルギー問題と言っても過言では

ない。しかし，エネルギーは，身近な生活活動から産業

活動まで，あらゆる分野で使われ，近代的な人間社会の

基盤を支えるうえで無くてはならないものであり，気候

変動問題は，規制等を拙速に進めれば解決できる課題で

はなく，多くの時間と新たなアプローチが必要となる。 

 

2．埼玉県の気候変動 

埼玉県は，国内でも特に極端な高温になりやすい場所

として知られている。2007年8月16日には，熊谷気象台で

気温40.9℃を記録し日本の最高気温を74年ぶりに塗り替

えた。また，それほど時をおかず，2018年7月23日には気

温41.1℃を観測し，日本の最高気温をさらに更新し，単

独1位となった。この極端な高温は，太平洋高気圧の張り

出しやフェーン現象など，複数の要因が重なって起きた

特異な現象だと考えられているが2），長期的なトレンド

を見ても，気温は明らかに上昇している。 

 

 

図1 埼玉県における年平均気温の推移（熊谷気象台） 

 

153 



 

＜特集＞ 気候変動適応法に基づく地域気候変動適応センターと地方環境研究所に期待される役割 

 
 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.43 No.4（2018） 

17 

熊谷気象台の年平均気温は，1898年から2017年の間に

100年換算で2.1℃上昇し，特に1980年以降の気温上昇は

激しく，1980年から2017年の間の気温上昇率は5.0℃／

100年に達している（図１）。気象庁が都市化の影響が少

ない観測地点データを基に算出した日本の年平均気温3）

の推移を見ると，1898年から2017年の日本の年平均気温

の上昇率は，1.2℃/100年であり，埼玉県の上昇率はこれ

を大きく上回っている。このような埼玉県の急激な気温

上昇は，日本のバックグラウンドの気温上昇とかい離し

ており，地球規模の温暖化だけによるものとは考えられ

ない。埼玉県は，戦後急速に都市化が進み，地表面被覆

の人工化や人工排熱の増加によりヒートアイランド現象

が顕在化した。このヒートアイランド現象による気温上

昇と，地球規模の温暖化の複合影響により，この急激な

気温上昇が起きていると考えられる。いずれにしても，

実態として埼玉県の気温が大きく上昇していることは間

違いなく，様々な影響が顕在化している。 

15ptあき 

3．埼玉県における気候変動影響 

埼玉県の住民や自治体にとって，気温上昇による影響

を実感させられる出来事が2010年に起きた。水稲で，高

温障害による白未熟粒が多発したのである4）。とりわけ，

埼玉県の水稲栽培面積の約30%を占め，県が育成した品種

である「彩のかがやき」の品質低下が著しく，1等米比率

は1%未満となり，米の買い取り価格も大幅に低下し経済

的な損害が生じた。この年の熊谷気象台における8月の平

均気温は29.3℃で，平年値を2.5℃上回り，観測史上1位

を記録した。この夏の猛暑が水稲の高温障害を引き起こ

したと考えられている。荒川ら4）は，特に高温耐性の低

い「彩のかがやき」で，出穂期（8月中旬）と，極端な高

温時期が合致してしまったため，白未熟粒が多発したと

している。また，2010年ほどではないが，2012年も水稲

の高温障害が多発し1等米比率は46%となった。 

自然環境分野でも気候変動影響が疑われる現象が現

れている。その一つはニホンジカの急増である。埼玉県

内のニホンジカ捕獲頭数を見ると，1990年度は114頭だっ

たのに対し，2016年は3002頭と急増しており，生息数も

増加していると考えられる。全国的にもニホンジカの分

布域が拡大しているが，拡大に温暖化が寄与しているこ

とや5），雪のある北日本では，ニホンジカの生息環境の

好適性に温暖化が関与していることが指摘されており6），

埼玉県におけるニホンジカ増加も温暖化により助長され

ていると考えられる。ニホンジカは大型草食ほ乳類で，

食性も広く，様々な植物を大量に食べるため，個体数増

加が自然植生に大きな影響を与えている。埼玉県と山梨

県の県境の亜高山帯には，シラビソ・オオシラビソの針

葉樹林帯が広がっているが，広域で剥皮害が発生し，森

林衰退が起きている。また，下層植生も広く食害し，ス

ズタケなどササが衰退する一方で，有毒植物のみが残る

林床も増加している。さらに，ニホンジカの増加ととも

に，ササなどの植生を好む鳥類のヤブサメやウグイスな

どが減少するとの報告もあり7），植物だけではなく，他

の動物への影響も懸念されている。 

また，近年，以前は埼玉県内に生息していなかった南

方系の生物が侵入・定着する事例が増えている。代表的

な種としては，チョウ類のムラサキツバメが挙げられる。

ムラサキツバメの埼玉県における最も古い記録は，1978

年の狭山市の記録にさかのぼるが8），1頭のみの突発的な

記録であり，その後，2000年まで新たな記録がなかった。

しかし，2000年以降，記録地点が急増し，現在は，関東

地方の平地で広く生息が確認されている9）。また，以前

は埼玉県では稀であったツマグロヒョウモンも，2000年

以降，県内で急増し，今や最も普通に見られるチョウと

なっている。ツマグロヒョウモンの幼虫の食草はスミレ

であるが，園芸スミレであるパンジーも食害するため，

パンジーの生産量が国内で最も多い埼玉県では，病害虫

防除所が，2008年に予察報を発表し農家に対しツマグロ

ヒョウモンへの注意を呼び掛けた10）。この様に，気温上

昇により南方系昆虫が侵入定着し，害虫化するという事

例も報告されている。 

暑熱環境の悪化による健康影響も顕在化している。埼

玉県における熱中症による搬送者数は，2010年以降特に

増加し，3000名前後の高いレベルで推移していたが，2018

年には，はじめて6000名を超えた（図2）。 

この様に，埼玉県といった一地域においても，既に気

候変動による影響は顕在化し，被害も現れている。 

 

 

図2 埼玉県における熱中症搬送者数の推移 

埼玉県消防防災課資料より作成 

 

4．二つの気候変動対策 

最も根本的な気候変動対策は，地球全体の大気の温室
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効果ガス濃度を低下させ，気温上昇自体を止める対策で

あり，この対策を「緩和策」と呼んでいる。温室効果ガ

ス濃度上昇の主要因は，化石燃料燃焼であり，これを減

らすことが，最も重要な緩和策となる。化石燃料燃焼の

目的はエネルギーを得るためなので，化石燃料燃焼を削

減するには，2つの方法しかない。一つは，エネルギー消

費量を減らす「省エネルギー」であり，もう一つは，エ

ネルギー源を再生可能エネルギーなど，化石燃料以外に

転換する「エネルギー供給の脱炭素化」である。 

緩和策の取組は，比較的早い段階から行われてきた。

国際的な取組としては，1997年に京都議定書が採択され，

先進国に温室効果ガス排出量削減が義務付けられた。ま

た，2015年には，ほぼ，全世界の国が参加し温室効果ガ

ス削減に取組む枠組みであるパリ協定が採択され，新た

な取組がスタートした。しかし，IPCC第5次評価報告書11）

では，全てのシナリオで，気温上昇は今世紀末までには

止まらないと予測しており，昇温による影響は避けられ

ず，今や緩和策だけでは不十分だと考えられている。 

そこで注目されているのが，気候変動によるマイナス

影響を最小化するための対策「適応策」である。図3に緩

和策と適応策の関係を模式的に示した。適応策とは，こ

こに示したとおり，気候変動を完全に阻止することが出

来ないことを前提に，温暖化による悪影響を雨にたとえ

れば，その雨から人々の暮らしを守る傘のような存在と

して位置づけられる。 

 

 

図3 緩和策と適応策の模式図 

 

緩和策は気温上昇を食い止める根本対策であり，全て

の分野に有効な対策だ。しかし，適応策は，必ずしも全

分野に有効とは言えない。例えば，気候変動は生物の生

息適地を変化させるが [11]，この影響に対し有効な適応

策を提示することは難しい。一方で，農業分野では，高

温耐性品種の育種や高温性作物への転換など，多くの適

応策が考えられる。いずれにしても，適応策の対象とな

る事物は，地域により大きく異なるため適応策は地域特

性を踏まえたオーダーメイドの対策が必要となる。緩和

策は，地球全体の大気を対象とした対策であり，一つの

国や地域の取組だけでは意味を持たず，国際的な取り組

みが不可欠だが，適応策は地域における独自の取組も有

効な地域が主役の対策であり，自治体が担う役割は大き

い。 

自治体が気候変動対策に本格的に取り組み始めたのは

それほど古い時代ではない。1990年に「地球温暖化防止

行動計画」12）を政府が策定し，ここに，「地方公共団体

は，行動計画に沿って可能な取組を行うことが期待され

る」と記述された。これ契機に，多くの自治体は，気候

変動を自ら取り組むべき問題だと明確に意識しはじめた。

1993年には，自治体の温暖化対策計画策定を後押しする

ため，環境省は「地球温暖化対策地域推進計画策定ガイ

ドライン」を策定し，地域の温室効果ガス排出量算定方

法や，削減目標・計画期間の設定方法，温室効果ガス削

減手法などを示した。その後，京都議定書の採択や，1998

年に成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律（温

対法）」の施行などにあわせ，自治体における気候変動

対策も進んできた。しかし，温対法で位置づけられた自

治体の責務は「温室効果ガスの排出抑制」だけであり，

適応策に関する記述はなく，自治体が取組んできた気候

変動対策は，最近まで，ほぼ全てが緩和策であったと言

ってよい。 

2000年代後半になると状況に変化が生じた。環境省は，

2005年に，適応策に不可欠な温暖化影響予測情報を得る

ためのプロジェクトとして，地球環境研究総合推進費プ

ロジェクトS-4「温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安

定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関す

る研究」を開始した。2008年にはその中間報告書「地球

温暖化『日本への影響』-最新の科学的知見-」13）が発表

された。また，2007年には「地球温暖化影響・適応研究

委員会」を設置し，日本における気候変動影響に関する

科学的な知見の整理と適応策研究に関する検討を行い，

2008年に報告書「気候変動への賢い適応」14）を取りまと

め発表した。いずれも日本における気候変動影響を定量

的に示すものであり，適応策の方向や課題についても述

べられている。この二つの報告書は，メディア等でも大

きく取り上げられ，社会における適応策の認知を高める

きっかけとなった。 

 

5．埼玉県における気候変動適応策への取組 

5.1 適応策取組の経緯 

前述の，環境省報告書発表のインパクトは大きく，埼

玉県では，これを機に適応策への取組が始まったと言っ

て良い。まず，2008年7月に，埼玉県環境科学国際センタ

ー（以下「センター」と呼ぶ）に「温暖化影響評価プロ
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ジェクトチーム」を設置し，埼玉県内の温暖化実態や影

響に関する情報収集や整理を行い，同年8月に「緊急レポ

ート 地球温暖化の埼玉県への影響」15）を発表した。こ

の報告書は，地元メディア等でも取り上げられ，地域に

おける温暖化影響に関する情報を一定程度発信出来たと

考えている。 

その後，2009年3月には，改正温対法で策定が義務付け

られた「温暖化対策実行計画」の埼玉県版である「スト

ップ温暖化・埼玉ナビゲーション2050」（以下「ストッ

プ温暖化ナビ」と呼ぶ）」を策定したが，一つの章を適

応策に割き，適応策の基本的な考え方や事例を示した。

また，ほぼ同時に交付した「埼玉県地球温暖化対策推進

条例」にも適応策を盛り込み，適応策推進を県の役割と

して位置づけた。2009年の段階で，温暖化対策計画や条

例に，適応策を位置づけた自治体は他には無く，埼玉県

の適応策への取組は早かったと言える。 

2010年になると，センターでは組織再編を行い，温暖

化対策の専任組織として「温暖化対策担当」を設置した。

また，同年より，温暖化影響予測とその社会実装をめざ

した環境省の研究プロジェクトである，環境研究総合研

究費S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」

（以下「S-8研究」と呼ぶ）に参加し，自治体における適

応政策の実装に関する研究に取り組みはじめた。さらに，

2015年からは，文部科学省気候変動適応技術社会実装プ

ログラム（SI-CAT）に参加し，適応策としてのヒートア

イランド対策や，社会実装に取組んでいる。 

 

5.2 適応策の施策への実装 

この様に，埼玉県は，比較的早い段階で，県の上位計

画である条例や温暖化対策実行計画に「適応策」を位置

づけ，地方環境研究所においても体制整備を行った。し

かし，適応策の県庁内部での認知や，具体的な施策化や

予算化などが，その後，自動的に進んだわけではない。

2010年度から，適応策の埼玉県施策への具体的な実装を

目指し，埼玉県環境部温暖化対策課とセンターが共同で

S-8研究の成果などを活用した取組をはじめた。 

まず，埼玉県の既存施策のうち，適応策の対象となる

農業や土木，健康分野を所管する課所の抽出や，施策の

整理を行った。その情報を基に，適応策に関する情報共

有と検討を進めるため，副知事を議長とする「地球温暖

化対策推進委員会」の下部組織として，「適応策専門部

会」を，2012年2月に庁内に設置した。この適応策専門部

会を，適応策推進のプラットフォームと位置づけ，S-8

研究による最新の温暖化影響予測情報の提供や，気候変

動や適応策に関する専門家等による研修会を継続的に実

施した。また，以前から独自に温暖化対策の検討を行っ

てきた農林部と，2012年に「農業分野温暖化適応策検討

会」を立ち上げ，米麦を対象に具体的な適応策の立案方

法をケーススタディとして検討した。 

はじめて適応策を盛り込み2009年に策定したストップ

温暖化ナビは，5年後に中間見直しを行うことが規定され

ていた。そこで，新たな適応策に関する情報や，東日本

大震災に伴うエネルギー需給の変化を踏まえ，2013年か

らストップ温暖化ナビの見直し作業をはじめた。見直し

では，S-8研究で得られた最新の予測情報や，同じくS-8

研究でまとめた「気候変動適応ガイドライン16）」，適応

策専門部会の検討結果を活用し改訂を行った。その結果，

2015年5月に「改訂版ストップ温暖化・埼玉ナビゲーショ

ン2050（以下「改訂版ストップ温暖化ナビ」と呼ぶ）」

を策定し発表した。ここでも，一つの章を適応策に割き，

適応策の意義や必要性，既に顕在化している温暖化影響，

各影響分野における適応策の方向性，推進方法や推進体

制を示した。 

改訂版ストップ温暖化ナビで新たに盛り込んだ，分野

ごとの適応策の方向性は，2015年3月に中央環境審議会気

候変動影響評価等小委員会が発表した「日本における気

候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題につ

いて（意見具申）」17）に示された影響分野等を参考に，

埼玉県で顕在化が予想される分野について影響と対策を

検討し掲載した。 

 

図4 改訂版ストップ温暖化ナビで示した２つの視点 

 

また，新たな実行計画で示した特に重要な適応策の視

点は，「適応策の主流化（メインストリーム化）」と「適

応策の順応的な推進」である（図4）。主流化とは特定の

課題を優先課題とし，全ての施策の前提とすることであ

るが，気候変動影響も少子高齢化やインフラの老朽化な

どと同様に県の重要課題に位置づけ，あらゆる分野の施
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策の前提として考慮する必要があると謳っている。また，

適応策の順応的な推進とは，予測精度がいかに向上した

としても，シナリオを前提としている以上，常に不確実

性が伴う。そこで，特定の予測情報だけに頼らず，影響

のレベルに応じた複数のメニューを予め用意し，モニタ

リング結果や新たな予測情報に基づきに，段階的に対策

を実施してゆくという考え方であり，これを計画に位置

づけた。 

この様に，埼玉県における適応策の実装は，「改訂版

ストップ温暖化ナビ」の策定により新たな段階に前進し

たと考えている。 

5.3 埼玉県の気候変動適応計画 

改訂版ストップ温暖化ナビで示した各影響分野におけ

る適応策の方向性をより具体的なものとするため，2015

年11月に閣議決定された国の適応計画「気候変動の影響

への適応計画」18）を踏まえ，適応策専門部会のメンバー

である関係各課と共同で，分野ごとに影響の短期的・長

期的評価と既存施策の点検，今後の取組の方向性を整理

した。2016年3月には，この結果をまとめ，「地球温暖化

への適応に向けて～取組の方向性～」19）として発表した。

現在，これを埼玉県の適応計画として位置づけている。

 

表1 埼玉県地球温暖化への適応に向けて 

～取組の方向性～における影響評価の整理 
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なお，取りまとめの基本的な考え方は，環境省の意見

具申に倣い，表1のとおり，様々な予測情報等を考慮した

上で，分野の小項目ごとに，影響を短期的・中長期的に

分けて評価し，さらに，それぞれの項目について，既存

施策の実施状況を整理した。その結果からは，最も適応

策が必要となる項目として，農業水稲分野や，河川洪水

分野などが抽出されている。 

また，この適応計画は，各分野における最新の影響予

測や，影響モニタリング，また，取組の進捗状況等を踏

まえ，適宜見直すものとしている。 

 

6．自治体にとっての適応策 

適応策は今や避けては通れない重要な気候変動対策で

ある。しかし，必ずしも広く社会に認知されているわけ

ではない。自治体職員による認知も不十分であり，多く

の職員にとっても「温暖化対策＝温室効果ガス排出削減

対策」という図式が強く刷り込まれている。また，この

ことが適応策への理解を妨げているという面もある。 

適応策という考え方を社会に浸透させるためには，緩

和策が歩んできた道と同じ様に，地道な理解への取組や

情報発信が最も重要である。しかし，同時に，IPCCによ

る報告書の発表など，国際的なイベントを捉えた集中的

な広報も必要だ。また，自治体が法に基づく行政を行っ

ている以上，自治体の適応策を加速するには，制度化，

法制化が最も近道だ。そういう意味で，2018年6月に可決

成立した適応法は，適応策の自治体施策実装を進めるう

えで大きな力になると期待している。 

確かに現状では，自治体おける適応策の認知度は低い。

しかし，今まで，自治体が全く適応策を行ってこなかっ

たというわけではない。明確に適応策としては位置づけ

られていないが，適応策として機能している施策は多い。

例えば，埼玉県農林部では，近年増加しているイネの高

温障害対策として，高温耐性品種の育成に取り組み，2012

年に新品種「彩のきずな」をリリースした。このような

高温耐性品種の育種は，現在起きている目の前の問題を

解決するためのものであるが，現状の高温だけではなく，

将来の気温上昇に対する適応策としても十分機能するも

のである。また，土木部局や下水道局が日常的に行って

いる排水インフラの維持管理や道路整備，農林部局が行

っている治山事業などは，現在の気象災害対策として機

能するだけではなく，温暖化が進んだ将来の気象災害に

対する適応力を維持するという意味でも，まさに適応策

だといえる。このように既存施策の中には，適応策とは

位置づけられていないが，適応策としての役割も果たし

ているものがあり，この様なものを「潜在的適応策」と

呼んでいる。こうした潜在的適応策は，既存施策の中に

数多くあるが，温暖化適応策として重要な視点が一つ欠

けている。それは，気候が将来変化するという前提であ

る。既存施策の多くは，現状の気象条件が大きくは変わ

らないという前提で立案されているが，適応策では，気

象条件が徐々に変化することを前提に加えることが必要

だ。換言すると，適応策とは，全く新しい対策ではなく，

多くの場合，既存の対策に中長期的に気候が変化すると

いう前提を組み込むことだともいえる。一見，適応策と

いうと，新たな対策を講じる必要があると捉えられがち

であるが，多くは既存対策の延長であり，今まで行って

きた気象災害に対する取組を継続し強化することこそ適

応策だと言える。 

 

7．おわりに 

新たに成立した適応法では，地域での適応策を強化す

るため，自治体に「地域気候変動適応計画」の策定を義

務づけた。また，地域の適応関連情報の収集と提供等を

担う拠点として「地域気候変動適応センター（以下「地

域適応センター」と呼ぶ）」の機能の確保を求めた。環

境省が想定する地域適応センターの担い手は，地方環境

研究所や地方の国公立大学であるが，多くの地方国公立

大学の場合，すぐに予算などの手当があるわけではなく，

適応センターを担うための動機づけは必ずしも十分とは

言えない。したがって，地方環境研究所が地域適応セン

ターの機能を担うこととなる可能性が高い。しかし，地

方環境研究所の多くは，これまで温暖化や適応策に関す

る研究や情報収集を行ってきたわけではない。今後，自

治体としての自主的な取組も強化する必要があるが，国

の適応センターとして位置づけられた国立環境研究所と

の連携や，国の支援が期待される。 
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地方環境研究所における気候変動適応研究の取組と課題 
 

―長野県環境保全研究所の事例― 

 

浜田 崇 

（長野県環境保全研究所自然環境部温暖化対策班 主任研究員） 

 

 

 

1．はじめに 

 1880～2012年における世界平均地上気温は0.85℃上昇

し1)，日本においても1898〜2013年における年平均気温は

100年あたり1.14℃の上昇傾向を示している2)。また，気

象現象の極端化も進行しており，たとえば関東甲信地方

では異常な高温や1時間50mm以上の短時間強雨の頻度な

ど増加傾向にある3)。 

 こうした地球規模の気候変動への適応とともに，地域

あるいは地点によって異なる気温や降水量の変化，異常

気象の発生などにも対応しなければならない。くわえて，

地域の自然環境，社会経済，文化などの状況によっても

気候変動による影響の現れ方や大きさは異なってくる。

このような気候変動に対しては，地域や影響の種類に応

じた対応が必要となることから，地方自治体における取

組が重要となっている4)。 

こうした状況を受けて，気候変動予測に関する国の研

究の方向性もダウンスケーリング技術を用いた地域詳細

な気候予測やそのデータを活用した地域におけるさまざ

まな分野への影響評価など，全国スケールから地方自治

体スケールへとシフトしつつある。具体的には，環境省

のS-8（温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究；

2010年度〜2014年度）や文部科学省SI-CAT（気候変動適

応技術社会実装プログラム；2015年度〜2019年度）など

の研究プロジェクトでは，地方自治体が使えるような空

間解像度での気候変動予測や，農業，防災，生態系など

の分野における影響評価と適応策の効果などの研究がモ

デル的に行われている。これらの結果の一部は，すでに

気候変動適応情報プラットフォームのWEBページ5)などを

通じて公開されており，地方自治体において将来の気候

変動への適応を進める上で欠かせない情報が整いつつあ

る。 

このように地域における気候変動適応の必要性とそれ

に必要な気候変動の予測や影響評価に関する情報が整っ

てきたこのタイミングで，気候変動適応法（以下，適応

法）が公布（2018年6月13日）され，施行（2018年12月1

日）となった。また，適応法には地域気候変動適応計画

（以下，地域計画）策定と地域において気候変動影響，

適応に関する情報の収集，分析，提供等の拠点（地域気

候変動適応センター；以下，センター）の体制の確保が

努力義務として記載された。今後，各自治体において気

候変動適応の取組の推進はもちろんのこと，地方環境研

究所においてはセンターとしての機能を確保し，地域計

画策定に必要な情報の提供などが求められるものと考え

られる。 

本稿では，地方環境研究所における気候変動適応に関

する取組事例の紹介として，長野県における気候変動適

応の取組概要について紹介するとともに，長野県環境保

全研究所（以下，当研究所）が実施してきた気候変動に

関する研究について具体的に述べる。さらに，適応に関

する今後の課題と展望について触れたい。関係者の今後

の参考となれば幸いである。 

なお，当研究所には調査研究を行う部が６つ（水・土

壌環境部，大気環境部，循環型社会部，自然環境部，感

染症部，食品・生活衛生部）あり，筆者は自然環境部所

属の気象担当として気候変動に関する研究に携わってい

る。そのため，以下で述べる当研究所の気候変動に関す

る研究については，気象と生態系影響のみしか言及する

ことができない。地方環境研究所の多くは環境科学や衛

生関連の分野が多いが，それらの分野の研究については

本稿では触れることができない点をあらかじめお断りし

ておきたい。 

 

2．長野県における気候変動適応の取組 

まず，長野県における気候変動適応の取組の概要につ

いて紹介する。長野県では「地球温暖化対策の推進に関

する法律」にもとづく地方公共団体実行計画（区域施策

編）の第三次の改定版として，2012年に「長野県環境エ

ネルギー戦略〜第三次長野県地球温暖化防止県民計画〜」
6)（以下，戦略）を策定した。戦略では，これまで実施し

てきた緩和策（温室効果ガス総排出量削減）の見直しと
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東日本大震災以降のエネルギー情勢の変化をうけて，よ

り実効性の高い地球温暖化対策と地域主導のエネルギー

事業によって地域の自立を図る「環境エネルギー政策」

を総合的に実施することとなった。この戦略の策定にあ

わせて，その一年前から検討が行われた結果，県内にお

ける気候変動の影響7)への対応も考慮され，適応策に関す

る項目が盛り込まれた。そこにいたる経過については陸

ほか8)および陸 9)に詳しく記載されている。 

戦略において，気候変動適応策は「地球温暖化適応策

パッケージ」として二つの項目がたてられた。一つは，

気候変動の影響は広範に及びかつ地域によって異なるた

め，まずは空間的に詳細で具体的な気候変動の現状や影

響の把握と，将来予測を行うというものである。しかし，

長野県内の地形は複雑で標高差が大きくかつ気候の南北

差もあるため，県内の気候特性を詳細に把握するために

は，気象庁のアメダスデータだけでは観測地点の数が少

なく難しい。また，気候変動の影響はさまざまな分野に

および，影響に関するデータは散在していることから，

影響の総合的な把握は容易ではない。そこで，これらの

課題を解決するため，県内の様々な機関や団体などが，

それぞれの目的に応じて測定している気象データや影響

に関する情報を一元的に収集，整理することとした。そ

こで，当研究所を中心として，データを所有する国や県，

市町村の関係機関，県内に所在する研究機関，大学，団

体，専門家などで構成する「信州・気候変動モニタリン

グネットワーク」（以下，モニタリングネットワーク）

を組織し，観測データの収集・整理体制の構築を目指す

こととなった。  

もう一つの項目は，気候変動の影響に対する適応策を

さまざまな主体で進めることである。気候変動の影響へ

適応していくための技術や手法は，県内の様々な機関や

団体などにおいてすでに（適応策として認識はされてい

ないものの）実施されている，あるいは別目的で個別に

研究や開発が進められている。しかし，こうした技術や

手法をもつ機関や団体が，将来の気候変動予測や気候変

動影響とそのリスク情報を得るための機会や，適応の手

法，技術，政策を検討するための場がない。こうした問

題意識から，気候変動への適応を広く社会で実装してい

くためには，関係機関・団体間における気候変動に関す

る情報の共有，気候変動適応に関する検討を促進する場

が必要と考えた。そこで，長野県環境部環境エネルギー

課が中心となり，国や県，市町村の関係機関，県内に所

在する団体，大学，企業等で構成する「信州・気候変動

適応プラットフォーム」（以下，プラットフォーム）を

構築し，気候変動適応を促進する体制を目指すこととし

た。これにより，防災対策の一層の推進，農業分野での

新たな品種の開発やさまざまな分野での新技術の開発な

どが期待される。 

以上のように，長野県ではモニタリングネットワーク

とプラットフォームの2つ体制を軸として，気候変動適応

を推進しており，最終的には気候変動に対してレジリエ

ントな市民・地域社会の創造を目指している（図1）。 

以下，モニタリングネットワークおよびプラットフォ

ームの経過と現状について，当研究所の関わりを中心に

紹介する。 

図1 長野県における気候変動適応の推進体制 

 

2.1 信州・気候変動モニタリングネットワーク 

モニタリングネットワークは，2014年11月に設立され，

気象観測データや気候変動に関する情報を所有する県内

の大学，国の機関，県関係各課等の組織や機関など50団

体によって現在構成されている。当研究所はモニタリン

グネットワークの事務局を担当し，以下の業務を行って

いる。 

(1) 長野県内における気候変動に関する観測データ等の

収集・整備 

モニタリングネットワーク参加機関が所有する気温，

雨，積雪深などの気象観測データや水位等の気候変動影

響データを一元的に収集することを目指している。これ

により，たとえば長野県内の気象観測地点数が最大でア

メダスの9倍に増加することとなり（図2），県内の複雑

な気候特性の把握に十分な観測密度が確保される。 

図2 モニタリングネットワーク収集予定観測地点 
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これら収集したデータは，必要に応じて品質管理を行

い，補正等の処理を施した上で，メッシュ情報などに加

工した二次的な情報データベースとして整備を行う予定

である。このデータベースはモニタリングネットワーク

の参加機関が共有，利用できるようにするだけでなく，

将来的には，国内におけるさまざまな機関が研究に利用

できるようなデータベースとして公開することで，長野

県における気候変動研究の促進を図りたいと考えている。 

(2) 気候変動モニタリングレポートの刊行 

収集した観測データを活用し，長野県内の気候変動に

関する状況を年毎に整理した年次報告書（信州・気候変

動モニタリングレポート；以下，モニタリングレポート）

を定期的に発刊し，県内の気候変動に関心のある組織や

個人などへ広く発信することとしている。 

その第一弾として「信州・気候変動モニタリングレポ

ート2015」10)を2018年2月に発刊し，後述のモニタリング

ネットワークのホームページにおいて閲覧，ダウンロー

ドができるようにしている。本レポートは3章から構成さ

れ，第1章は2015年の気候，第2章は気候変動，第3章は気

候変動に関する各種指標とし，巻末には資料を掲載して

いる。なお，このレポートの刊行にあたっては，長野地

方気象台に全面的なご協力をいただき，気象等のデータ

や観測所の移転等の資料の提供とともに内容の確認も行

っていただいている。 

また，現在，第二弾として「信州・気候変動モニタリ

ングレポート2016」を作成中であり，2018年度中にはレ

ポート2017まで刊行することを目指し，2019年度からは

当該年度の前年度のレポートを刊行できるよう計画して

いる。 

(3) ホームページによる情報提供 

モニタリングネットワークの情報や成果の発信手段の

一つとして，専用のホームページ11)を開設している。こ

のホームページは長野県内における気候変動情報のポー

タルサイトを目指し，収集した気象情報の提供やモニタ

リングレポートの発信のほか，長野県内における気象デ

ータや山岳地のライブカメラ画像のリアルタイム情報の

リンク集，県内で生じた気候変動と関連するニュースの

配信などを行っている。  

(4) 運営 

モニタリングネットワークの運営については，当研究

所が事務局的機能およびデータベース整備，情報発信等

の機能などを中心的に担っている。また，長野地方気象

台，信州大学等の機関とともに運営協議会を設置し，モ

ニタリングネットワークの運営に関する課題やモニタリ

ングレポートの内容などの検討を行うため年1回開催し

ている。 

 

2.2 信州・気候変動適応プラットフォーム 

プラットフォームは，2016年10月に設立され，長野県

環境部環境エネルギー課が事務局となり運営を行ってい

る。現在，プラットフォームは県内の企業，病院，各種

団体，大学，県関係各課など49の機関・組織によって構

成されている。 

プラットフォームには，全体会と部会がある。全体会

はすべての参加機関に対して年１回開催しており，これ

までは長野県の気候変動適応に関する取組の経過報告と

ともに，国の適応に関する動向，企業の適応策の取組，

適応策に関する最新の研究成果の紹介などの講演を行い，

気候変動リスクと適応に関する最新情報の共有を図って

きた。また，部会は4つ設置されており，農業と防災部会

は2016年度に，2017年度には生態系部会，2018年度には

健康部会を立ち上げた。各部会は年1回程度開催され，そ

れぞれの分野における気候変動影響の予測結果について

情報提供し，参加者（機関・組織）間で予測情報の受け

止め方や今後の事業への活かし方（要望を含む）などを

議論している。部会の参加者は部会とその時のテーマに

よって異なっている。たとえば，防災部会では防災に関

心のある参加機関すべてに対して開かれたことがある一

方，農業部会では気候変動による農業影響情報は一部の

農業従事者，関係者にとっては深刻なリスク情報となる

可能性があることから，当面は県庁関係課ならびに農業

試験場のみと情報共有を行うこととしている。 

当研究所は，各部会において，モニタリングネットワ

ークの活動の成果として得られた長野県における気候変

動の実態についての報告や，長野県で現在活用可能な気

候変動予測情報の紹介など，気候変動の適応を検討する

ための基礎情報の提供を行っている。また，各部会のテ

ーマにあう気候変動影響評価に関する研究成果の講演に

ついて企画・調整などを手伝っている。 

 

3．長野県環境保全研究所における気候変動研究 

長野県における気候変動適応に関する取組はまだ端緒

についたばかりだが，それに先立ち，当研究所では2003

年度から気候変動の実態把握と生態系分野における影響

に関する研究を行ってきた。その後，2010年度〜2014年

度にかけては環境省S-8に，2015年度〜2019年度にかけて

は文部科学省SI-CATに参画し，国の研究機関や大学等と

の共同により，長野県における気候変動影響評価と適応

策の社会実装に取り組んでいる。これらの中から，地方

環境研究所において取り組み易い研究を紹介する。 

 

3.1 気候変動の実態把握とモニタリング 

まずは地域の気候変動の実態把握に関する研究である。

地方自治体の気候変動適応を考える上で，地域の気候変
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動の傾向や地域毎の特徴の把握，気候変動影響の検出な

どの基礎情報がもっとも重要なエビデンスである。 

(1) 経年変化 

長野県における気象庁のすべての観測地点（5地点の気

象官署・特別地域気象観測所と40地点アメダス（雨量の

みも含む））において，観測開始以来の年平均気温（図3），

年降水量，年最深積雪，年降雪量，年間日照時間，年平

均風速，年間最多風向，年平均相対湿度，年平均水蒸気

圧の経年変化と長期トレンドの検定（Mann-Kendall検定）

を行っている。ただし，アメダスでは年平均風速および

年間最多風向の解析は行っていない。これらの解析の結

果，長野県内の年平均気温は100年あたり1〜2℃の割合で

昇温しており統計的にも有意なトレンドが認められたが，

年降水量，年最深積雪および年降雪量には長期的なトレ

ンドは認められなかった（アメダス「信濃町」および「菅

平」では増加トレンドあり）。また日照時間や風速のよ

うに観測所の移転等で長期変化傾向を求めることができ

ない要素もあった。 

図3 年平均気温の経年変化（松本特別地域観測所） 

 

このような地点毎の経年変化のデータを使い，平均気

温と降水量については，100年あたりの変化率の空間分布

も求めた。特に降水量の変化率は統計的に有意な変化で

はないが，増加している地点と減少している地点が混在

し，その傾向が季節によっても異なった。降水量のよう

に局地性の強い気象現象の場合，県内に数カ所しかない

地方気象台や特別地域気象観測所のデータだけを用いる

のではなく，観測年数は短くともなるべく多くの地点デ

ータを用いた解析の結果は，防災分野の適応を検討する

上では参考になると考えている。 

経年変化の作図にあたっては，気象庁ホームページ

（過去の気象データ検索のページ12））にある統計切断の

情報（移転や測器，時間間隔の変更に伴いその前後のデ

ータが均質ではないと判断されるタイミング）も示して

いる。さらには，県内すべての気象庁観測地点を実際に

訪れ，観測地点の地表面状態や周囲の環境，測器の設置

高さなどを確認し，メタデータとしてまとめている。こ

れらの作業は地点毎の経年変化を正しく評価する上で重

要になるためである。 

今後は，モニタリングネットワークで収集した長野県

河川課・砂防課によって観測されている雨量データ（約

200地点）13)も活用して，より空間的に詳細な雨量の変化

傾向やその空間分布の解析を行う予定である。このよう

なデータは各都道府県や国土交通省14)においても整備・

公開されており，その利用は有効であろう。 

(2) 独自モニタリング 

 長野県内における気象庁の気象観測地点はアメダス

「野辺山」（標高1350ｍ），雨量のみではアメダス「御

嶽山」（標高2195ｍ）が最高所観測地点であり，それよ

り標高の高い高山・亜高山帯の山岳地においては気象観

測が定常的には行われていない。そのため高標高の山岳

地における気候変動の実態はよくわかっていない。 

また，高山帯や亜高山帯の生態系は非常に貴重である

と同時に，気候変動に対して影響を受けやすい脆弱な生

態系でもある。そこで，当研究所では，山岳地の気候変

動の実態把握と生態系の保全という両面から，独自に気

象観測機器と定点カメラを設置し，気候変動のモニタリ

ングを行っている。 

現在，気象観測は長野県内の山岳地の7箇所（標高1030

ｍ〜2850ｍ）に設置し，主に気温と日射量を10分〜30分

間隔で観測している（図4）。観測データの一部は携帯電

話回線を通じてリアルタイムで取得できるようにしてい

る。気象観測地点の配置にあたっては，同様の観測を中

部山岳地において展開している15)信州大学と相談しなが

ら，その一部は互いに観測の空白域を補完できるように

している。 

図4 山岳地に設置した気象観測機器（乗鞍岳） 

 

また，定点カメラは山岳地の積雪変動をモニタリング

するため県内外の7箇所に設置し，1時間間隔で画像を取

得している。これらの画像は携帯電話回線が利用可能な

地点ではリアルタイムでホームページ16)から確認するこ

とができる。なおこの定点カメラの運用は，当研究所と

国立環境研究所との共同研究（一部は長野県と国立環境
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研究所の連携協定）として実施している。撮影した山岳

地の積雪域の画像は，画像処理によって積雪域を抽出す

ることで積雪の消雪日を特定することができるようにな

る17)。この処理を長期的に継続することで，山岳地の雪

がどのように変動しているかを捉えることが出来るよう

になると期待される。 

以上のようなデータはモニタリングレポート（前出）
10)の作成に使われるのと同時に，より詳細な解析を加え

た研究成果18),19),20)としても発信している。  

 

3.2 気候変動予測の研究 

気候変動への適応策を具体的に検討するにあたっては，

気候変動やその影響に関する将来予測が必要になるのは

言うまでもない。しかし，地方環境研究所がCMIP5

（Coupled Model Intercomparison Project Phase 5）21)

など全球予測モデルの出力を独自に利用して地域予測を

実施することはさまざまな制約により難しいことが多い。 

一方，環境省S-8や文部科学省SI-CATでは，CMIP5の中

から選んだ数モデルに対して統計的なダウンスケーリン

グを行い，数kmメッシュの地域の気候変動予測情報が作

られた。このようなデータの利用は地方環境研究所にお

いても無理なく可能である。 

当研究所では，環境省S-8で作成された共通シナリオ第

2版の気候シナリオ22)を用いて，21世紀末の長野県の年平

均気温分布の予測図を作成した。この予測は気候モデル

にMIROC5を用い，RCP2.6，RCP4.5，RCP8.5の3つの排出シ

ナリオを利用し，1kmメッシュの空間分解能でダウンスケ

ーリングされている。その結果から，県内の相対的な気

温分布は主に標高に依存しており，特に標高の低いとこ

ろほど高温になるなどの予測が得られた23)。 

 環境省S-8は2014年度に終了し，2016年まではS-8のホ

ームページ24)から気候シナリオのShape Fileがダウンロ

ード可能であった。現在はA-PLAT5)にその機能が移行され

ている。また，文部科学省のDIAS（データ統合・解析シ

ステム）25)において，SI-CATで作成された統計的ダウン

スケーリングの地域将来気候予測データも将来的にダウ

ンロード可能になる予定である。 

 

3.3 気候変動影響の研究 

気候変動の影響はさまざまな分野に及んでいる26)。当

研究所では自然環境への気候変動影響に関する研究に取

り組んできた。対象が生物の場合，気候変動による影響

かどうかを特定することはかなり難しいが，その中でも

気象庁の生物季節観測データを使った研究は数多く行わ

れている27),28)。これは生物季節観測データが均質な精度

で長期間にわたって存在するためである。そこで，長野

県内の気象官署等（長野，松本，飯田）で長年観測され

てきた気象庁の生物季節観測データ（1953年〜2006年）

を用いて，サクラの開花日，イロハカエデとイチョウの

紅（黄）葉日のトレンド解析と気温との相関分析を行っ

た29)。サクラの開花日は松本のみで早まる傾向が確認さ

れ，3月の平均気温と比較的高い負の相関が認められた。

イロハカエデの紅葉日はすべての地点において遅くなる

傾向が確認され，年平均気温と正の相関が認められた。

イチョウの黄葉日はすべての地点において遅くなる傾向

が確認され，年平均気温と正の相関が認められた。 

近年は気象庁の測候所等の無人化に伴い，多くの地点

で生物季節観測が廃止されたが，地方気象台などの有人

施設では現在もまだ継続して観測が行われている。生物

季節観測は植物と動物に分かれており，長野地方気象台

では植物32項目，動物17項目の観察が1963年より継続し

て行われている。それらすべての観察項目を対象に，生

物季節の長期トレンドの有無を調べたところ，植物25項

目，動物11項目で統計的に有意なトレンドがみられた。

特に植物は春から初夏にかけて開花や発芽の時期を迎え

るすべてが早まる傾向を示し，逆に8月以降に開花や紅葉

の時期を迎えるすべてが遅くなる傾向を示したことが特

徴である（図5）10)。 

図5 植物季節の変化傾向（有意な項目のみ） 

 

この他の研究としては，暖地性生物（シラカシ）の分

布拡大・成長30),31),32),33)，高山帯や山岳地における生物へ

の影響把握のためのモニタリング調査34),35),36),37),38)，ハイ

マツの年枝長による過去の気候復元39)，野外温暖化実験
40),41)，鳥類の初卵日調査42)，市民参加型温暖化影響調査
43),44),45),46)などを実施している。また，将来予測にも取り

組みつつあり，これまでにイワナの分布域予測47),48)，ラ

イチョウへの影響予測，タケへの影響予測がある49)。し

かし，生態系分野における適応は農業や防災など他の分

野とその考え方が大きく異なっている。気候変動に対し

生態系は全体として変化するため，これを人為的な対策

により広範に抑制することは不可能である。したがって，
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他の様々な要因によるストレスの低減などにより，気候

変動に対する順応性の高い健全な生態系の保全と回復を

図るとともに，モニタリングにより気候変動に伴う生態

系と種の変化を把握することが基本的な適応策と考えら

れる50)。現在は長野県において気候変動の影響を検討す

べき対象種をある程度想定しながら，その適応策となり

うる各種対策について整理をしている51),52)。 

 

4．今後の課題と展望 

地方環境研究所は，適応法に記載されているセンター

の筆頭候補であろう。気候変動への適応の基本的な進め

方として順応的なアプローチの考え方がある4)。この実践

のためには，地域の気候変動とその影響の観測・監視と

適応策の効果を評価するためのモニタリングが欠かせな

い。このような長期間にわたって調査研究を継続させる

ことは，属人的に研究テーマが決まる大学では実施が難

しい反面，組織的に研究テーマを決めやすい地方環境研

究所には非常に向いている。とはいえ，地方環境研究所

も規模，体制，分野など多様であり，かつ必ずしも十分

な人数，予算，技術があるとは限らないため，そうした

課題をどう克服できるかがセンターとしての機能を十分

果たすことが出来るかどうかを左右すると考えられる。 

この課題克服に向けた筆者の個人的な見解を今後の展

望にかえ，まとめとさせていただく。 

(1) 地方環境研究所間の連携 

気候変動の影響は地域性が強く現れるため適応の実施

主体は地域にある。しかし，そうした影響は全国的に共

通する場合も多い。たとえば，水害や土砂災害への対応，

熱中症など健康影響への対策，農業分野における高温対

策などが典型であろう。 

このような共通性の高い影響への適応については，地

方環境研究所間の連携，情報共有・交換，共同研究の実

施などにより，各研究所における人的リソース不足を補

うことができるだろう。気候変動適応をテーマとした全

国環境研究所交流シンポジウムの開催や，全国環境研協

議会の各支部における気候変動に関する専門部会の新設，

気候変動や影響をテーマとした国立環境研究所と地方環

境研究所とのⅡ型共同研究の利用などが考えられる。特

に共同研究については，酸性雨全国調査53)のように，す

でに全国の地方環境研究所の連携による成果もあり，運

営のノウハウなどの蓄積があることからも取り組みやす

いのではないだろうか。こうした地方環境研究所が連携

を深める上で，そのハブ的機能を担う国立環境研究所と

の連携が重要となることは言うまでもないだろう。 

一方，生態系の分野においては，環境省生物多様性セ

ンターが中心となり，全国の自然系の調査研究を行って

いる地方自治体の研究機関や自然保護センターなどと連

携して，自然系調査研究機関連絡会議（NORNAC）54)を年1

回開催している。ここは自然環境保全施策のための情報

交換・共有の場であるが，気候変動による生態系分野の

影響への適応をテーマに開催することで， NORNAC参加機

関による共同研究（現在は実施されていない）への発展

に繋がる可能性もあるだろう。 

(2) 環境省，国立環境研究所との連携 

環境省は大気汚染物質広域監視システム（通称：そら

まめ君）55)などの全国広域のデータベースがあり，また

国立環境研究所では，前述の酸性雨データベースの他，

有害紫外線モニタリングネットワーク56)，環境数値デー

タベース57)，地球環境データベース58)などの多くのデー

タベースを運用している。また生態系分野では，環境省

生物多様性センターが運用するいきものログ59)などもあ

る。これらと同じような気候変動に関するデータベース

が，環境省や国立環境研究所によって作成，運用される

ようになると，地方環境研究所の気候変動の担当者はセ

ンターの業務や地域計画策定に有効に活用することがで

きるのではないだろうか。このデータベースの一例とし

ては，本稿で紹介したモニタリングネットワークで収集

している地方自治体所有の地域の気象データを，全国一

元的に収集・整備した全国版の高密度気象データベース

などが考えられる。また，生態系分野の場合には，国民

参加型の生物季節や生物分野などの情報収集システムが

これに相当するだろう。このようなシステムの開発と運

用は国主導で行うことが効率的であるだけでなく，地方

環境研究所の負担軽減にもつながるので期待したい。 

(3) 環境分野以外の研究機関，試験場との連携 

長野県においても，気象の極端現象の顕在化にともな

って，さまざまな影響や気象災害が発生している。高温

によるりんごの着色不良やレタスの抽だいの発生などの

農業被害をはじめ，熱中症搬送者数の増加，短時間豪雨

にともなう土石流の発生や斜面崩壊，遅霜による凍霜害

や大雪による交通障害など，県内社会へ大きな影響が現

れ始めている。こうした気候変動の影響への適応におい

ては，防災や農業などの国の研究機関，地方自治体の農

業試験場や林業試験場などとの連携も当然ながら重要に

なるだろう。これらの関係分野との連携は，実際には行

政の縦割りの組織体系の中では意外とハードルが高いと

ころでもあるが，本稿で紹介したプラットフォームのよ

うな組織の立ち上げや，センターを地方環境研究所だけ

でなく，農業試験場など他の試験場とのコンソーシアム

組織として立ち上げるということもアイデアの一つとし

て考えられる。 

(4) 情報デザインとリスク情報の選択 

最後に，地域の気候変動の適応を推進するための肝と

して2点あげておきたい。 
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気候変動に関する様々な情報を，誰に，どのような形

で，しかも価値あるわかりやすい情報として提供できる

かが，気候変動への適応を促進するためには重要であり，

その役割がセンターに問われる可能性もあるだろう。気

候変動に関する情報はとても膨大であり，その中からユ

ーザーにとって価値ある情報を創出することは簡単では

ない。このように膨大な情報をユーザー視点の使いやす

い形にかえる作業のことを情報デザイン60)という。この

本の著者によれば，天気予報はまさに情報のデザインに

よって成り立っているという。個々のアメダスの観測地

点のデータを，時間，空間などで比較整理することで初

めて，ユーザーが「今日は傘を持って出かけよう」と判

断できるような情報になる。つまり，一つ一つはただの

数値データでしかない情報がユーザーにとって欲しい情

報に変化するということを示している。このような観点

から気候変動情報を試行錯誤しながら，またユーザーと

のコミュニケーションを重ねながら，デザインしていく

ことが重要だと考える。 

もう1点は，リスク情報の選択の問題である。気候変動

の適応を考える上では，気候変動によるリスク（場合に

よってはオポチュニティー）を伴った予測情報を利用す

ることは避けられない。しかし同時に，こうした情報に

はさまざまな不確実性に関する問題が常につきまとう。

このことを解決するためには，関係者間での徹底したリ

スクコミュニケーションにつきるが，一方では，地方環

境研究所の担当者がどの気候モデルのアウトプットやシ

ナリオを利用すればよいのか迷わないような，国により

オーソライズされた選択肢（方向性）の提示もこの問題

を回避する助けとなるだろう。ただし，提示された選択

肢にも不確実性が残っていることを忘れずにいる心構え

はもちろん必要だろう。 

以上にあげた論点だけが今後の課題ではない。こうし

た課題の抽出，共有，解決のためにも，気候変動に関す

る全国および地方の研究機関のコミュニティや共同等の

機会がまずはできあがることを期待している。 
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＜報 文＞ 

18ptあき 

下水汚泥焼却灰からの酸抽出によるリン回収 
16ptあき 

平山和子・木綱崇之 

22ptあき 

キーワード ①リン資源 ②酸抽出 ③下水汚泥焼却灰 ④減容化 

12ptあき（３行分１行目） 

12ptあき（３行分２行目） 

12ptあき（３行分３行目） 

要   旨 
 地産地消によるリン資源確保と減容化による産業廃棄物最終処分場の延命に資する一方策として，下水汚泥焼却灰の性

状分析や硫酸酸性下でのリン溶出・回収試験行った結果，有害物質の混入が少ないリン化合物を回収することができた。 

12ptあき（３行分１行目） 

 

 

1. はじめに 

リンは肥料原料に使用されることから農業の持続発

展にとって必須のものであるが，偏在する海外からの輸

入に頼っており，将来的に輸入に頼らない安定したリン

資源の確保が求められている1)。 

このため，当所ではリンを多く含むし尿汚泥焼却灰を

原料に硫黄酸化細菌を培養して得られた硫酸を用いた

新しいリン回収技術(バクテリアリーチング技術)の開

発を行い2)，1/100スケールの実証プラントで80％以上の

リンを回収することができた。 

本報では，更なる地産地消によるリン資源の確保及び

減容化による産業廃棄物最終処分場の延命に資するた

め、これまで当所で培ってきた「バクテリアリーチング

技術」を活用し，また年間発生量(17,625.9 DS-t)の4

割以上(7,638.7 DS-t)3)が埋立処分されている県内の下

水処理場から発生する汚泥を新たなリン資源とするた

めに必要となる，下水汚泥焼却灰の性状や硫酸酸性下で

のリン溶出・回収についての基礎調査を行った結果を報

告する。 

15ptあき 

2. 実験方法 

2.1 試料等 

下水汚泥焼却灰は，平成27年5月から平成28年4月まで

の1年間，県内4浄化センター(うち１施設は一部合流式)

で発生した脱水汚泥を流動炉床焼却炉で焼却処分した

ものを実験に使用した。 

 

また，リン溶出試験には，硫黄酸化細菌を用いたバク

テリアリーチング培養液を想定し，硫酸試薬(特級，富

士フィルム和光純薬株式会社)で調製した模擬液を使用

した。 

 

2.2 分析方法 

下水汚泥焼却灰の主成分(五酸化リン(P2O5)，酸化アル

ミニウム(Al2O3)及び二酸化ケイ素(SiO₂))は，下水汚泥

焼却灰を四ほう酸リチウム(蛍光X線分析用，富士フィル

ム和光純薬)に添加し，卓上型高周波ビードサンプラー

(RIGAKU)でビード化したものを走査型蛍光Ｘ線分析装

置(RIGAKU ZSX Primus)で測定した。 

溶出させたリンの濃度(PO4)は，水質分析計(HACH DR/ 

890)のモリブドバナジン酸法により，またリン溶出液中

の有害物質濃度はICP発光分析装置(720-ES，アジレント

株式会社)を用いて分析を行った。 

回収したリンに含まれる有害物質は，肥料等試験法

(2016，独立行政法人農林水産消費安全技術センター)

に基づき行った。 

 

3. 結果と考察 

3.1 下水汚泥焼却灰の特徴 

本研究で用いた下水汚泥焼却灰は，県内4浄化セン

ター(うち1施設は一部合流式)で発生した下水汚泥を流

動床式焼却炉で焼却処分して得られたもので，粒度分布

は約半分が75 µm未満(図1)で，薄い黄土色を呈していた。 

*Method for recovering phosphorus from ash of sewage sludge by acid extraction  
 **Kazuko HIRAYAMA, Takayuki KIZUNA（愛媛県立衛生環境研究所） 
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下水汚泥焼却灰中のP2O5，Al2O3及びSiO₂の含有率の

年間変動(平成27年5月から平成28年4月まで)を調べ

た結果を図2に示す。P2O5は24.7～32.4mass％で変動は

あるが年間を通じて高い含有率(平均29.5mass％)で

あった。また，汚水処理工程で使用される硫酸アルミ

ニウム由来と思われるAl2O3は12.5～15.0mass％の変

動幅であったが， P2O5の含有率が低いときにSiO₂の含

有率が高くなる傾向がみられた。これは，SiO₂が夏場

に高く，冬場に低いこと4)，また4浄化センターの有収

率（下水処理場で処理した全水量のうち，下水道使用

料徴収対象となる水量）が72.0％5)であることから，

降雨による土砂の流入が影響していると考えられる。

この降雨によるP2O5含有率の変動を考慮しても，県内

の下水汚泥焼却灰はリン資源として十分利用できる

量を含むことがわかった。 

 

3.2 リン溶出試験 
 3.2.1 下水汚泥焼却灰の投入量の最適化 

0.5 mol/Lの硫酸溶液量L(ml)に対し添加する下水汚

泥焼却灰量S(g)を変え，それぞれ24時間撹拌した後の

ろ液中のリン濃度(PO4)を測定した結果を図3に示す。

L/S=10以上になると硫酸溶液量を増やしても溶出率

は一定となった。そこで，硫酸濃度を変えて同様の測

定を行ったところ，硫酸濃度が低くなるほど液固比

(L/S)が大きくなり，PO4溶出量が一定となるL/Sと硫

酸濃度は一定の関係がみられた(図4)。このことから，

この関係を利用し，抽出に用いる硫酸溶液やバクテリ

アリーチング培養液のpHをモニタリングしながら投

入する下水汚泥焼却灰の量を調整すれば，効率よくリ

ンを溶出させ，またリン回収後の廃液も最小限にする

ことができると考えられる。 

 

 3.2.2 リン溶出時間の最適化  

当所で開発したバクテリアリーチング技術で使用

したバクテリアリーチング培養液相当濃度の0.35 mol 
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図1 実験に用いた下水汚泥焼却灰の粒度分布 図2 主要成分の季節変動(●：特定排出水量, ：P2O5, 

  □：SiO2, ：Al2O3) 

図4 リン溶出における液固比と硫酸濃度の関係 

図3 硫酸濃度(0.5mol/L)での液固比と溶出率 

図5 硫酸酸性下での溶出リン濃度の経時変化 
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/L硫 酸 溶 液 を 用 い ， 図 4で 求 め た L/Sの 最 適 値

(L/S=12.5)での溶出試験の結果を図5に示す。硫酸溶

液による下水汚泥焼却灰からのリンの溶出は初期溶

出型で，以降，長時間撹拌しても緩やかに硫酸溶液中

のPO4濃度が増減するだけであった。なお，下水汚泥

焼却灰中の有害物質は撹拌開始直後からそのほとん

どが溶出してしまうため，撹拌時間の調整によりリン

溶出液中の有害物質濃度を低減されることはできな

いが，硫酸溶液でのリン溶出工程で高濃度のリン抽出

液を得るためには，3時間の撹拌でも十分であること

がわかった。 

 

3.3 リン回収試験 

3.3.1 カルシウム化合物によるリン析出挙動 

0.35 mol/Lの硫酸溶液，L/S=12.5でリンを溶出させ

た溶出液を用い，水酸化カルシウム(Ca(OH)2)飽和水

を滴下して溶出液のpHを変えながらリンを回収した

ときの溶出液中のPO4濃度を調べた結果を図6に示す。

溶出液pH2付近まではCa(OH)2飽和水を添下しても溶

出液中のPO4濃度に変化はないが，pH2を超えると急激

にPO4濃度が減少した。なお，この溶出液中のPO4濃度

の変化は，Ca(OH)2飽和水の代わりに炭酸カルシウム

(CaCO3) 飽和水を用いてリンを回収してもCa(OH)2飽

和水と同様の挙動を示すことから，養殖真珠の廃貝殻

などもリン回収のカルシウム源として活用できる。 

得られた回収リンに含まれる有害物質を分析した

結果，溶出液pH1.6→3.0でリンを回収したものより

pH3.0→ 4.6で回収した方が Cdや Asの含有量が高く

なった(表1)。このことから，Ca(OH)2飽和水を滴下し

てリンを回収する場合，Ca(OH)2飽和水滴下後のpHを3

付近でとどめた方が有害物質の混入が少ない回収リ

ンを得られることがわかった。 

 

 3.3.2 有害物質混入量の低減方法の検討 

溶出液中のリン濃度が大きく減少しはじめる直前

のpH2.0で一度沈殿物を除去(手順A)したろ液を用い，

溶出液pH3.0でリンを回収したところ，手順Aを行わな

かった時の回収リンよりAs混入量を低減させること

ができた(表2)。手順Aの有無によるろ液のpHごとに減

少したFeとAsのモル比(As/Fe)をプロットした結果

(図7)，pH2からpH3の間では手順Aを行わなかった場合

のAs/Fe値は手順Aを行った場合に比べて大きく，次第

にAs/Fe=2に収束していた。このことから，手順Aがな

い場合はpH増加に伴い減少したFe以外のもの，すなわ

ちpH2.0までに沈降した沈殿物にAsが吸着しているこ

とが示唆された。現時点で吸着サイトとなる物質の特

定には至っていないが，Asとの共沈6)7)が知られている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (mg/kg) 

項目 pH1.6 → pH3.0 pH3.0 → pH4.6 

Cd ＜1 11 

Hg ＜0.4 ＜0.4 

As 11 14 

Cr ＜100 ＜100 

Pb ＜20 ＜20 

 

 

  (mg/kg) 

項目 
手順Aあり 

pH2.0 → 3.0 
手順Aなし(表1) 
pH1.6 → 3.0 

Cd ＜1 ＜1 

Hg ＜0.4 ＜0.4 

As 1.6 11 

Cr ＜100 ＜100 

Pb ＜20 ＜20 

 

 

 

 

 

Fe由来の吸着サイトであれば，ポリ硫酸第二鉄の使用

でFeを多く含む下水汚泥焼却灰をリン資源として用

0
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表1 得られた回収リンの有害物質含有量 

 

表2 手順Aの有無による有害物質含有量の違い 
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pH 

図6  Ca(OH)2を用いた溶出液からリン回収 

図7 pHとリン溶出液から減少したAsとFe濃度の関係 

  ○：手順Aなし、●：手順Aあり 
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いた場合でもCa(OH)2飽和水滴下でAsの混入が少ない

リンを得る一方策になると思料される。 

以上の結果から，下水汚泥焼却灰からリンを溶出・

カルシウム化合物を用いて回収する際に廃液量が少

なく，より多くのリンを溶出させ，回収リンに有害物

質の混入を抑える最適条件を図8のフローをまとめた。

なお，図8のフローで得られた回収リンを用い，愛媛 

県の施用基準に準じて平坦地園(花崗岩土壌)に植栽

された12年生宮川早生施用試験を行った結果，土壌中

の無機成分，収量，果実の品質などにおいて悪影響は

認められず，生理障害，病害虫の発生などにおいて特

記すべき事項は確認されなかった。 

 

3.3.3 リン溶出残さの特徴 

0.35 mol/Lの硫酸溶液，L/S=12.5でリンを溶出させ

た後のリン溶出残さの主要成分について調べた結果

を表3に示す。リンを溶出させた後の残さは元の下水

汚泥焼却灰に比べケイ酸の含有率が40％以上となり，

有害物質も検出限界以下となっていた。近年，水田な

どでケイ酸不足が問題8)になり，さまざまなケイ酸補

給材が取り扱われるようになっていることから，圃場

でのケイ酸補給材の原料として再利用も期待できる。 

 

4. まとめ 

・下水汚泥焼却灰に含まれるP2O5は，降雨による土砂

の流入の影響を受けて変動(24.7～32.4mass％)しや

すいが，年間を通じて含有率は高く(平均29.5mass％)，

リン資源として有用であることを確認した。 

・溶出に用いる「硫酸の濃度」と「下水汚泥焼却灰の

量に対する硫酸溶液の量(液固比)」には相関関係が 

あり，最適な液固比を選定することで最小限の液量で

効率よくリンを溶出させることができた。 

・カルシウム化合物を用いてリンを回収する場合，pH2

で一度沈殿物を回収することで，有害物質の混入をよ

り抑えることができ，また回収リンを圃場に施用して

も生理障害，病害虫の発生などの悪影響はなかった。 

・リンを溶出させた後の溶出残さは，もとの重さの約

40％まで減量できるだけでなく，下水汚泥焼却灰その

ものよりケイ酸含有量が多くなるため，土壌へのケイ

酸補給材原料としての利用が期待できる。 
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表3 主要元素の構成変化 

        (mass%) 

 Al2O3 SiO2 P2O5 CaO その他 

下水汚泥焼却灰 13.2 22.9 30.4 15.4 18.1 

リン溶出残さ 9.2 55.1 0.9 13.3 21.5 
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古閑豊和**・土田大輔**・松本源生**・石橋融子**  

 

キーワード ①フィプロニル ②代謝分解物  

 

要   旨 

水稲用農薬のフィプロニル及びその代謝分解物の水環境中における挙動を明らかにすることを目的として，筑後川水系

の宝満川における実態調査を行った。その結果，調査した4種類のフィプロニル代謝分解物のうち，3種類（フィプロニル

スルフィド，フィプロニルデスルフィニル，フィプロニルスルホン）が検出された。検出されたフィプロニルとその代

謝分解物は，5月下旬から濃度が上昇し始め，その挙動は類似していた。また，検出されたフィプロニルとその代謝分解

物の最高濃度は，文献値から得られたニジマス及びオオミジンコに対する急性毒性値と比較して，1000分の1以下及び100

分の1以下であった。 

 

 

 

1．はじめに 

病害虫や雑草の発生防止のために「殺虫剤」，「殺菌

剤」，「除草剤」として使用される農薬は，農業用から

園芸用まで広く使用されている。これら「殺虫剤」，「殺

菌剤」，「除草剤」の2012年（平成24農薬年度）におけ

る日本国内出荷量は，それぞれ83,578，43,606，71,422 kL

又はtであり1) ，殺虫剤の出荷量が多くなっている。 

この殺虫剤の中でも化学構造にフェニルピラゾール骨

格をもつものは，標的生物に対する作用機構が従来の殺

虫剤と異なるため「新世代の殺虫剤」とよばれている2）。

本研究の対象としているフィプロニルは，フェニルピラ

ゾール系の殺虫剤としてローヌ･プーラン社（現バイエル

クロップサイエンス社）が開発し，日本では1996年4月に

農薬登録されている3)。フィプロニルは，2012年までに水

和剤や粒剤として販売されており1），箱育苗等に適用さ

れ低薬量で効果を発揮し，速効性と残効性を有している

ため農薬散布回数が減り害虫防除の省力化に貢献してい

る。ところが近年，標的外生物である水生昆虫類に対し

ての悪影響が報告されており4)，フィプロニルの環境中の

挙動について研究が行われている5-7)。 

また近年，環境中に散布された農薬類の挙動について 

新たな知見が報告されるようになった。Takanashi et 

al.8) は，水環境中に流出した農薬が紫外線照射等の作用を 

 

 

受け変異原性をもつ農薬環境変化体とよばれる物質に変化

していることを指摘している。フィプロニルについても

光分解や酸化作用によってフィプロニルスルホン等のフ

ィプロニル代謝分解物となり9,10)，これら代謝分解物の水

生生物に与える影響について研究されている4,11)。 

河川水を対象としたフィプロニルやその代謝分解物濃

度の調査は，国内外で実施され報告されている5,11-13)。し

かし，国内においてフィプロニルは水稲用殺虫剤として

多く流通しているにもかかわらず，稲作時期におけるフ

ィプロニルとその代謝分解物の環境水中濃度等の知見は

少なく水生生物へのリスクを評価するうえで情報が限ら

れている。 

よって本研究では，稲作時期におけるフィプロニルと

その代謝分解物の水環境中における挙動を明らかにする

ことを目的として稲作時期の河川調査を行った。また，

フィプロニル代謝分解物について，調査報告例10,11)のあ

るフィプロニルスルホン，フィプロニルスルフィド，フ

ィプロニルデスルフィニルに加え，環境水中で分析事例

のほとんどないフィプロニルデトリフルオロメチルスル

フィニルの調査も併せて行った。 

 

2．研究方法 
2.1 調査地域概要 
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本研究では，福岡県の筑後川水系の宝満川が流れる水 

田地帯（水田面積：1.8 km2）を研究対象地域とした。宝

満川は，流域面積260.3 km2で流路延長34.5 kmの1級河川

である。この地域では，調査年度の2014年度に稲の品種

毎に水田への移植が5月25日から6月20日まで行われた。

また，水田の水管理については，6月上旬まで浅水湛水で

管理し，中干し前に6月中旬から下旬にかけて湛水状態と

落水状態を繰り返す間断潅水を行う水田と，7月上旬まで

浅水湛水にし，中干し前に7月中旬から下旬にかけて間断

潅水を行う水田がある。 

 

2.2 調査地点及び調査方法 
河川の採水地点を図1に示す。St.1は，St.2の上流に位

置する。採水時期は，田植え開始前の2014年5月16日から

稲刈りが終了する2014年10月9日までの合計25回行った。

特に6月から7月にかけては，調査地域が梅雨の時期にあ

たり，降雨により水田からの農薬流出が疑われるため採

水頻度を多くした。分析試料は，河川の表層水を橋上か

ら流路の中央付近で採水し褐色ガラス瓶に入れた後，実

験室に持ち帰り直ちに前処理を行った。降雨量は，気象

庁ホームページより調査地点に近い太宰府測定局の雨量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データを使用した14）。また，電磁流速計（株式会社東邦

計測研究所製，TK-105X Current meter）にて河川流速を

測定し河川断面から流量を算出した。 

 

2.3 分析対象物質 
水稲用殺虫剤として使用されるフィプロニルと，フィ

プロニル代謝分解物としてフィプロニルスルホン，フィ

プロニルデスルフィニル，フィプロニルスルフィド，フ

ィプロニルデトリフルオロメチルスルフィニルを分析対

象物質とした。 

 

2.4 試薬 
フィプロニルは，和光純薬工業株式会社製（残留農薬

試験用），フィプロニルスルホン，フィプロニルデスル

フィニル，フィプロニルスルフィドは，AccuStandard社

製，フィプロニルデトリフルオロメチルスルフィニルは，

Toronto Research Chemicals社製を使用した。内標準物

質のピレン-d10は関東化学株式会社製を使用した。メタノ

ール，ジクロロメタン及びアセトンは関東化学株式会社

製（残留農薬試験用）を使用した。固相抽出カートリッ

ジは，ジーエルサイエンス株式会社製InertSep mini RP-1

を使用した。ドライカートリッジは，Waters社製Sep-Pak 

Dryを使用した。水は，Millipore社製Milli-Q Academic 

A10で精製したものを使用した。 

 

2.5 分析方法 
前処理方法を図2に示す。採取した水試料250 mLをジク

ロロメタン10 mL，メタノール10 mL，水20 mLでコンディ

ショニングした固相抽出カートリッジに通水し，水10 mL

で洗浄した。その後，窒素ガスを30分間通気して水分除

去後，ドライカートリッジを接続しジクロロメタン7 mL

で溶出した。さらにジクロロメタン溶出液を窒素気流下

で乾固させた後，内標準物質（ピレン-d10）を100 ng添加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 採水地点 

図2 試料の前処理方法の概要 
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カラム DB-17ms (30 m×0.25 mm i.d., 0.25 µm)

オーブン温度

キャリアーガス He (1.80 mL/min)
注入量 2 µL
イオン化電圧 70eV
インターフェース温度 290˚C
イオン源温度 230˚C
測定モード MRM

GC

GC/MS/MS TQ8030 (Shimadzu Co.)

70˚C(1 min)→20˚C/min→200˚C→10˚C/min
→270˚C (5 min)→20˚C/min→290˚C(1 min)

MS/MS

表1 測定条件 

し，アセトンで1 mLまで定容した後にGC/MS/MS（株式会

社島津製作所製，TQ8030）で測定するまで冷蔵庫（4℃）

で保存した。 

GC/MS/MS測定条件を表1及び表2に示す。また，検出機

器の性能確認のため装置検出下限値（以下，IDL）を，分

析方法の確認のため分析法の検出下限値（以下，MDL）及

び分析法の定量下限値（以下，MQL）を算出した。さらに，

添加回収試験により，対象物質の定量性について検証し

た。IDL，MDLやMQL及び添加回収試験の方法は，「化学物

質環境実態調査の手引き」15)に記載される方法に従った。 

 

3．結果及び考察 
3.1 分析方法の評価 
測定対象成分のIDL，MDL，MQL及び添加回収試験の結果

を表3に示す。分析方法の評価について，フィプロニルは

基準値がないため，フィプロニルの水質汚濁予測濃度（水

濁PEC:130 ng/L）を目安とした16）。本分析方法のMDL及

びMQLはフィプロニルの水濁PECの10分の1以下であり，フ

ィプロニルは問題なく測定できていると判断した。また，

フィプロニルの回収率は，目標値15)の70-120％の範囲に

入っており，正確に定量できていることが確認できた。 

フィプロニル代謝分解物については，フィプロニルと

同程度測定可能であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 フィプロニル及びフィプロニル代謝分解 
の河川水中濃度 

各採水地点のフィプロニルとその代謝分解物の検出状

況を表4に示す。フィプロニルの最高検出濃度は，St.2

の56.4 ng/Lであった。フィプロニル代謝分解物は，St.1

とSt.2でフィプロニルスルホンが最も検出頻度が高かっ

た。一方，フィプロニル代謝分解物の最高検出濃度とし 

ては，フィプロニルスルフィドがSt.1の43.7 ng/L，St.2

の39.5 ng/Lとなり他の代謝分解物より高かった。また，

これまで分析事例の無かったフィプロニルデトリフルオ

ロメチルスルフィニルは検出されなかった。 

河川流量と降雨量の推移とフィプロニルとその代謝分

解物の濃度推移を図3と図4に示す。各採水地点でフィプ 

ロニルは，稲の水田移植後の5月下旬から濃度が上昇し6

月中旬から下旬にかけて濃度ピークがあらわれた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表2 測定対象物質のモニターイオン  

表3 測定対象物質の定量下限値及び添加回収試験結果  
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表4 測定対象物質の検出状況  

図4 測定対象物質の濃度推移  

図3 降雨量と河川流量の推移  
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Iwafune et al. 11)の茨城県桜川における調査では，水

田移植後の5月から8月にかけてフィプロニルが検出され  

ており，今回の調査と同様の傾向であった。フィプロニ

ル代謝分解物のフィプロニルスルフィド，フィプロニル

スルホン，フィプロニルデスルフィニルは，各採水地点

で5月下旬より濃度が上昇し始め6月中旬から下旬にかけ

て濃度ピークがあらわれ，親化合物のフィプロニルと同

様の挙動を示した。また，6月22日と7月3日の降雨時の調

査においてフィプロニルとその代謝分解物が検出された

ことより，降雨時も水田から河川へフィプロニルとその

代謝分解物が流出していたことが分かった。水戸部ら17)

は，水田からの農薬流出について水溶解度やオクタノー

ル/水分配係数(以下，Log Pow)に相関があることを報告

している。今回検出されたフィプロニルとその代謝分解

物のLog Powは，4.00-4.82の範囲（表5）であり，それぞ

れ近い値であったことが，水田移植後や降雨時の挙動が

類似していた原因の1つと推測される。 

一方，各採水地点で8月中旬から親化合物であるフィプ

ロニルが検出されず代謝分解物のうちフィプロニルスル

ホンやフィプロニルスルフィドが検出された。その検出

原因は不明であるが，水環境中におけるフィプロニルの

分解速度などに関連していると推測されるため，今後，

フィプロニルの分解試験等を通じ解明する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 水生生物への生態影響 
今回の調査で検出されたフィプロニルとその代謝分解

物について，水生生物への生態影響を考察するために，

水生生物に対する毒性値（文献値）を検出濃度と比較し

た。その結果について表6に示す。毒性値は急性毒性試験

から得られた値を用いた。魚類はニジマス，甲殻類はオ

オミジンコの急性毒性値を示す2,11)。今回の調査で検出さ

れたフィプロニルとその代謝分解物の最高濃度について，

ニジマスの毒性値と比較すると1000分の1以下であり，オ

オミジンコの毒性値では100分の1以下であった。そのた

め，今回の調査結果より，河川水中に流出したフィプロ

ニルとその代謝分解物のニジマス，オオミジンコ等の水

生生物への影響は低いと考えられた。 
 

4．まとめ 
水環境中のフィプロニルとその代謝分解物の分析方法

を検討し実態調査を行った。検討した分析方法は，定量

下限値や回収率に問題なかった。 

検討した分析方法でフィプロニルとその代謝分解物を

測定したところ，水田移植開始時期の5月下旬から濃度が

上昇し，その挙動が類似していた。また，6月22日と7月3

日の降雨時調査でフィプロニルとその代謝分解物が検出

されたことより，降雨時も水田から河川水中へ親化合物

であるフィプロニルとその代謝分解物が流出していたこ

とが分かった。 

今回の調査で検出されたフィプロニルとその代謝分解

物について水生生物への生態影響を考察した。その結果，

今回検出されたフィプロニルとその代謝分解物の最高濃

度はニジマスの毒性値の1000分の1以下，また，オオミジ

ンコの毒性値の100分の1以下であった。そのため，フィ

プロニルやその代謝分解物は，水田移植後に河川水中で

一時的に高濃度になるもののニジマス，オオミジンコ等

の水生生物への影響は低いと考えられた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6 フィプロニルとその代謝分解物の河川水中最高濃度と毒性値の比較  

表5 フィプロニルとその代謝分解物のLog Pow 
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http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/fipuroniru.pdf%EF%BC%882018.8.31
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/fipuroniru.pdf%EF%BC%882018.8.31
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suitetm-estimation-program-interface
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―淡水性二枚貝3種の浄化能力について― 

 

桑岡莉帆**・粕谷智之**  

 

キーワード ①諫早湾 ②二枚貝 ③水質浄化 

 

要   旨 

淡水性二枚貝類 3 種（イケチョウガイ，ニセマツカサガイ，マシジミ）の摂餌実験を行い，浄化能力を検討した。水温

28℃における単位湿重量当たりの濾水速度（FR）および化学的酸素要求量（COD）除去量は，2.1～66 L/kgWW/h および 4.2

～28 mg/kgWW/h の範囲であり，マシジミで最も高く，イケチョウガイで低かった。水温 28℃における COD 除去量と，水

温に対する FR の応答を用いて，二枚貝 3 種の年間の COD 除去量を算出した。試算された COD 除去量は，1 日当たり 0.02

～580 kg であり，これは下水処理場の 0.00002～0.66 ヶ所分，貨幣価値にして 130 万～360 億円に相当する。イケチョウ

ガイは 1 年以上飼育すれば，貨幣価値が個体の購入費用を上回る。ニセマツカサガイとマシジミは周辺水路に自然繁殖し

ている個体を利用すればイケチョウガイのような個体の購入費用がかからないことから，費用対効果は高いと考えられる。 

 

 

1．はじめに 

諫早湾干拓調整池（以降，調整池）は，平成 9年 4月，

国営諫早湾干拓事業のなかで，潮受け堤防が締め切られ

たことにより，創出された（図 1）。調整池の水質は，

水質保全目標値を超過している状態が続いているが 1），

「第 2 期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のため

の行動計画」に基づき，様々な水質改善に取り組んだ結

果，改善効果は見られたものの，植物プランクトンなど

の内部生産に起因する負荷は増加した 1）。 

長崎県環境保健研究センター（以降，環保研センター）

では，平成 18 年度から植物プランクトンを餌とする二枚

貝を増やすことにより，陸域と水域の間の物質循環を強

化し，水環境の改善に繋げる手法の開発に取り組んでい

る。これまでにヤマトシジミ（Corbicula japonica）や

イケチョウガイ（Hyriopsis schlegelii）などを用いて

調整池や遊水池における成長・生残を調査し，飼育適性

について検討された 2-,8)。そこで，本研究では，次のス

テップとして，調整池で飼育できる可能性があるイケチ

ョ ウ ガ イ ， ニ セ マ ツ カ サ ガ イ （ Inversiunio 

yanagawensis），そしてマシジミ（Corbicula leana）の

淡水性二枚貝 3種（図 2）を対象として摂餌実験を行い，

摂餌特性を明らかにするとともに化学的酸素要求量（以

降，COD）の除去量を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 諫早湾干拓調整池 

 

2．材料および方法  

2.1 対象種について 

実験にはイシガイ科のイケチョウガイとニセマツカサ

ガイ，シジミ科のマシジミの 3 種の二枚貝を用いた（図

2）。イケチョウガイは，滋賀県真珠養殖漁業協同組合か

ら購入した個体を用い，ニセマツカサガイとマシジミは，

諫早湾干拓地周辺の水路で自然繁殖している個体群から

採集した個体を用いた。 

 
2.2 摂餌量（濾水速度および除去量）の測定 

上述の二枚貝 3種を対象として，平成 29年 8月に調整

池の水を用いて摂餌実験を行った。実験に使用した調整 

 
 

諫早湾 

調整池 

潜堤 

長 崎 

諫早湾 潮受け堤防 

180 



 

＜報文＞ 二枚貝を利用した諫早湾干拓調整池の水質改善の検討 
 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.43 No.4（2018）                                   

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 二枚貝 3種の殻長計測部位 

(バーで表した部分を殻長として計測した。) 

 
池の水は予め 2 Lをポリエチレンボトルに採り，COD，ク

ロロフィル a（以降，Chl.a）を測定した。なお，COD は

100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量

（JIS K0102 17），Chl.aは抽出蛍光法（海洋観測指針）

により求めた。調整池の水が入った円形アクリル水槽を

5 個用意し，コントロールを除く 4 個に二枚貝を種ごと

に入れた（表 1）。庫温を 28℃に設定し，遮光したイン

キュベーター（SANYO GROWTH CABINET MLR-350H）内に，

すべての水槽を移し，常時エアレーションを行いつつ 2

時間静置した。 

実験終了後，水槽水 2 Lをポリエチレンボトルに採り，

COD および Chl.a の分析に供した。実験開始前と終了時

の各分析項目の濃度差から，後述の式を用いて濾水速度

及び COD除去量を算出した。 

採水終了後，二枚貝を取り出し，ノギスを用いて殻長

を計測するとともに（図 2），電子はかりを用いて殻付

湿重量（WW）を計測した。 

 

2.3 水温に対する濾水速度の応答の測定 

 水温に対する濾水速度の応答を測定するために，水温

10℃，15℃，20℃，25℃，30℃の条件下で摂餌実験を行

った。実験に先立ち，水道水 10 Lを入れた円形アクリル

水槽を，庫温を一定に保ったインキュベーター内にエア 

 

表 1 摂餌量の測定に用いた種とその概要 

レーションを行いつつ 24 時間設置し，水槽水の塩素分を

除去した。 

二枚貝の餌としては，稚仔魚などの餌として流通して

い る 微 細 藻 類 で あ る 濃 縮 ナ ン ノ ク ロ ロ プ シ ス

（Nannochloropsis sp.）を，購入後-20℃で凍結保存し

たものを解凍して用いた。解凍後，200 倍程度に希釈し

たナンノクロロプシスを，クロロフィル蛍光強度が 12

となるよう，アクリル水槽表層に垂下したクロロフィル

濁度計（JFE アドバンテック社製，INFINITY-CLW）でモ

ニタリングしながら添加した。餌が均一となるように撹

拌した後，コントロールを除くすべてのアクリル水槽に，

予め実験水温条件下に 4 時間馴致させた二枚貝を種類ご

とに投入し（表 2），エアレーションをしながら遮光し

たインキュベーター内で 3時間摂餌させた。 

摂餌実験終了後，水槽内のクロロフィル蛍光強度をク

ロロフィル濁度計で計測し，実験前後の数値の差から後

述の式を用いて濾水速度を求めた。蛍光強度を測定後，

二枚貝を取り出し，ノギスを用いて殻長を計測するとと

もに（図 2），電子はかりを用いて殻付湿重量を計測し

た。 

 

2.4 濾水速度および除去量の算出 

濾水速度 (L/h) の算出にあたっては，次式を用いた。 

濾水速度 (L/h) ＝V/t {ln (C0 /Ct) －ln (Cc0 / Cct) }  

ここで，V：実験に用いた水量（L），t：実験時間（h），

C0，Ct：実験開始前および実験終了時のChl.a濃度（μg/L）

または蛍光強度，Cc0，Cct：コントロールの実験開始前お

よび実験終了時のChl.a濃度（μg/L）または蛍光強度を

表す。 

CODの除去量（mg/h）は次式を用いて計算した。 

COD除去量＝V/t { (D0－Dt) － (Dc0－Dct) } 

ここで，V：実験に用いた水量（L），t：実験時間（h），

D0，Dt：実験開始前および実験終了時のCOD値（mg/L），

Dc0，Dct：コントロールの実験開始前および実験終了時の

COD値（mg/L）を表す。 

 

3．結果と考察  

3.1 摂餌量 

 

表 2 水温に対する濾水速度の応答の測定に用いた種と

その概要 対象種    個体数 殻長（mm） 水槽水量（L） 

イケチョウガイ 
大  1 201 10 

小  2 124,129 10 

ニセマツカサガイ    10 52 ～ 70 10 

マシジミ    93 11 ～ 23 5 

コントロール    - - 10 

対象種 個体数 殻長（mm） 水槽水量（L） 

イケチョウガイ 2 123 ～ 31 10 

ニセマツカサガイ 4 59 ～ 74 10 

マシジミ 29 ～ 35 12 ～ 25 10 

コントロール - - 10 
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表 3 二枚貝 3種の 28℃における単位湿重量当たりの濾

水速度（FR）および COD 除去量 

 

 

表 4 各水温条件下における二枚貝 3 種の単位質湿重量

当たりの濾水速度（FR)（括弧内の値は平均値である。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 二枚貝 3 種の単位湿重量当たりの濾水速度（FR）

と水温（T）との関係（図中の実線および点線は，近

似式 FR=a×exp(bT)を表す。近似式は水温 10～25℃

と 25～30℃の区間それぞれに当てはめた。） 

水温 28℃におけるイケチョウガイ，ニセマツカサガイ，

マシジミの単位湿重量当たりの濾水速度（以降，FR）お

よび COD 除去量を表 3 に示す。FR は 2.1～66 L/kgWW/h

の範囲で，マシジミが最も高い値を示した。COD 除去量

は 4.2～28mg/Lの範囲であり，FRと同様にマシジミが最

も高い除去量を示した。 

同種間で比較すると，イケチョウガイの大型個体と小

型個体とでは，FRと COD除去量は小型個体で高い結果と

なった。二枚貝は水管から取り込んだ水に含まれる餌粒

子を鰓表面で濾しとって摂餌する。理論上，鰓の表面積

は殻長の 2 乗に比例するのに対して，湿重量は殻長の 3

乗に比例すると考えられることから，単位湿重量当たり

の摂餌量は殻長の小さな個体でより高い値となる。 

 

3.2 水温に対する濾水速度の応答 

二枚貝 3種の各水温条件下における FRを表 4および図

3 に示す。測定回ごとに差が見られたものの，FR は 3 種

ともに水温 25℃において最も高くなる傾向が見られた。

従って，25℃から 30℃の間に，水温に対する変曲点があ

ると考えられることから，FR データを水温 10～25℃と

25～30℃の二つのグループに分けて解析を行った。 

温度依存性の検証には一般に指数関数 FR＝ a× 

exp(bT)が用いられる。ここで，a，bは定数，Tは水温を

表す。そこで，各水温の FRの平均値を用いて，それぞれ

のグループごとに指数式を当てはめて定数 b 値（図 3）

を求めるとともに，温度係数 Q10 を求めた。Q10 は温度が

10℃上昇したときに反応が何倍になるかを指数化したも

のであり，Q10=exp(10×b によって算出できる。水温 10

～25℃の間では，Q10はイケチョウガイおよびマシジミで

5.4，ニセマツカサガイで 3.0 であった。水温 25～30℃

の間では，Q10はイケチョウガイとニセマツカサガイはそ

れぞれ 0.06と 0.10であるのに対して，マシジミは 0.36

であった。 

水温 10～25℃の間ではいずれの二枚貝も水温上昇と

ともに摂餌活性は高くなった。一方，水温 25～30℃の間

では，3 種ともに水温上昇とともに摂餌活性は低下し，

イケチョウガイとニセマツカサガイでより顕著であった。

イケチョウガイとニセマツカサガイはイシガイ科の二枚

貝であるのに対して，マシジミはシジミ科の二枚貝であ

る。科の違いが水温に対する摂餌の応答の差に表れてい

るのかもしれない。 

調整池におけるイケチョウガイの飼育実験では，水温

が 30℃以上となる夏場に死亡数が増加する傾向が見ら

れた 8)。水温上昇に伴う摂餌活性の低下による栄養状態

の悪化が死亡数増加の一因となっている可能性がある。

マシジミもイケチョウガイと同様に水温 25～30℃の間

で摂餌活性は低下するものの，その割合はイケチョウガ

  
FR COD除去量 

    （L/kgWW/h） （mg/kgWW/h） 

イケチョウガイ 
大 2.1 4.2 

小 6.0 7.4 

ニセマツカサガイ   19 15 

マシジミ   66 28 

  FR (L/kgWW/h) 

  10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 

イケチョウガイ 0.18 

0.8 

0.26 

(0.53) 

1.7 

0.80 

(1.2) 

2.9 

1.8 

(2.3) 

0.70 

0.50 

(0.60) 

ニセマツカサガイ 1.3 

1.8 

0.27 

(1.0) 

6.0 

1.2 

(3.6) 

6.9 

4.6 

(5.7) 

0.50 

3.1 

(1.8) 

マシジミ 2.6 

0 

0.97 

(0.48) 

12 

4.3 

(8.1) 

8.3 

27 

(18) 

1.1 

20 

(11) 
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イやニセマツカサガイよりも緩やかであった。調整池周

辺ではマシジミは浅い用水路のような夏期に水温が上昇

しやすい環境下でも生息が確認できることから，同種の

摂餌特性はイケチョウガイなどよりも温度変化の大きな

環境下に対応しやすいものと思われる。 

 

3.3 水質浄化能力の試算 

水温 28℃における COD除去量（COD28，表 3）と水温に

対する FR の応答（表 4，図 3）を用いて，二枚貝 3 種の

年間の COD除去量を算出することができる。 

ある水温（T，℃）における COD除去量（CODT，mg/kgWW/h）

は CODT =COD28×f（T）によって求められる。ここで，f

（T）は水温依存項を表す。イケチョウガイ，ニセマツカ

サガイ，そしてマシジミの摂餌量は水温 25～30℃の間に

変曲点を持つと考えられることから，f（T）は COD除去 

 

表5 二枚貝3種の水温依存項 
 

 
水 温 

  <28℃ 
 

28℃＜ 

イケチョウガイ f(T)=e(0.17×(T-28)) 
 

f(T)=e(-0.27×(T-28)) 

ニセマツカサガイ f(T)=e(0.11×(T-28)) 
 

f(T)=e(-0.23×(T-28)) 

マシジミ f(T)=e(0.17×(T-28))   f(T)=e(-0.10×(T-28)) 

 

表 6 二枚貝 3種の月別の COD 除去量（mg/kgWW） 

（水温は諫早湾干拓調整池の観測点 B1 において九州

農政局が測定した水温データ（平成 24 年度から 26

年度）を平均したものである 9）。)  
 

水温（℃） イケチョウガイ ニセマツカサガイ マシジミ 

18 980 3,500 3,700 

22 2,000 5,600 7,600 

25 3,200 7,500 12,000 

29 4,200 8,600 19,000 

29 4,200 8,600 19,000 

26 3,800 8,400 15,000 

21 1,700 5,000 6,400 

14 500 2,200 1,900 

8 130 1,200 700 

6 130 960 500 

8 170 1,100 640 

11 310 1,700 1,200 

合計 21,000 54,000 88,000 

量データを得た水温 28℃を境界として，水温に対する応

答を示す b 値を用いることによって，表 5 のように表す

ことができる。  

調整池において九州農政局が調査している観測点 B1

の水温データを用いて，年間の単位湿重量当たりの COD

除去量を算出した結果，イケチョウガイは 21,000 

mg/kgWW，ニセマツカサガイとマシジミはそれぞれ

54,000および 88,000 mg/kgWWであった（表 6）。 

環保研センターでは平成 28年度から，調整池において

イケチョウガイを 18 個体/m2に相当する密度で飼育して

いる 8）。そこで，面積およそ 320 ha である調整池潜堤

内水域（図 1）で殻長 140 m（170 gWW）のイケチョウガ

イを 18 個体/m2の密度で飼育した場合，年間の COD 除去

量は 210,000 kg，日平均で 580 kg と見積もられた。諫

早市にある諫早中央浄化センターの 1 日当たりの COD 除

去能力は，約 870 kgであることから（諫早市上下水道局 

聞き取り），このイケチョウガイ群による COD 除去能力

は下水処理場 0.66ヶ所分に相当する。同様に，イケチョ

ウガイを 2個体/m2で飼育した場合の COD除去量を求める

と，年間で 23,000 kg，日平均で 64 kg であり，これは

下水処理場 0.07ヶ所分に相当する。ほぼ同規模の大村湾

南部浄化センターの建設費はおよそ約 540 億円，維持管

理費は年間で約 3 億円であることから 10），イケチョウガ

イの COD 除去量は，貨幣価値に換算すると，飼育密度が

18個体/m2では 360億円，2個体/m2では 40億円に相当す

ると考えられる。 

環保研センターではイケチョウガイを滋賀県真珠養殖

漁業協同組合から 1個体 600円で購入している。従って，

イケチョウガイ購入にかかる費用は，18 個体/m2 の飼育

密度では約 340 億円，2 個体/m2の飼育密度では 37 億円

であり，貝類が 1 年も生存すれば浄化の貨幣価値を下回

ると試算された。 

一般にイケチョウガイの寿命は 38 年以上と推定され

ている 11）。仮に，イケチョウガイを 10 年間飼育すると

仮定すると，同種による COD 除去量および購入にかかる

費用は表 7のようになり，18 個体/m2と 2個体/m2の両方 

 

表 7 イケチョウガイを 10年間飼育した場合の，COD 除

去量と 1 年当たりの費用および浄化の貨幣価値 

（大村湾南部浄化センター建設費約 540 億，維持管

理費年間約 3 億円からの試算である。） 

  COD除去量 費用 浄化の貨幣価値 

  （kg） （百万円/年） （百万円） 

18個体/㎡ 2,100,000 3,400 38,000 

2個体/㎡ 230,000 370 4,200 
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の場合において，イケチョウガイの購入にかかる費用は

浄化の貨幣価値を大幅に下回る。したがって，イケチョ

ウガイによる水質浄化を行う際は，長期に渡って飼育す

ることが重要であり，生残率を高める飼育手法を確立す

ることが重要と考えられる。 

マシジミやニセマツカサガイのような小さな二枚貝は，

波浪による埋没などによって生残が困難であると考えら

れる（粕谷未発表）。一方で調整池周辺には水田に水を

供給するための用水路が縦横に存在する。そこで，一例

として調整池周辺の水路（長さ 450 m，幅 2 m）にニセマ

ツカサガイとマシジミが生息した場合の COD 除去量を見

積もった。 

ニセマツカサガイおよびマシジミの調整池周辺におけ

る生息密度はおおよそ 11 個体/ m2 および 350 個体/ m2

であった。そこで，それらの密度で用水路に生息した場

合の年間の COD 除去量は，ニセマツカサガイで 7.5 kg，

マシジミでは 66 kgとなり，日平均すると 0.02 kg，0.18 

kgとなった。これらはそれぞれ下水処理場 0.00002個分

および 0.00021 個分に相当することから，130 万円およ

び 1,100万円の貨幣価値に相当する。 

ニセマツカサガイとマシジミは周辺水路に自然繁殖し

ているため，個体を確保するためのコストがかからない

ことから，イケチョウガイより水質浄化の貨幣価値が小

さくとも，費用対効果は大きいと考えられる。ニセマツ

カサガイやマシジミを用いた水質浄化では，それらが用

水路で生息・繁殖し，定着するような，生息場の造成手

法を確立することが重要と考えられる。 
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＜報 文＞ 

 

京都府におけるヒアリ同定依頼の特徴＊ 
 

 

 

坂田 裕介**・横田 景***  

 

キーワード ①ヒアリ ②京都府 ③誤認 ④アリグモ ⑤キイロシリアゲアリ 

 

要   旨 

 2017年6月下旬から11月上旬にかけて京都府には128件のヒアリ同定依頼が寄せられたが，そのうちヒアリであったのは1

件のみであった。同定された生物の多くはアリ（87%）であり，アリグモ（12%）が続いた。最もヒアリと誤認された生物

はキイロシリアゲアリであった。環境省はヒアリと形態的に似た在来アリとして3属（ヒメアリ属,オオズアリ属,クシケ

アリ属)を挙げているが，これら3属に関する同定依頼は少なかった。主に体色に注目して見慣れないアリと認識された生

物がヒアリと誤認されやすい傾向にあると考えられた。 

 

 

 

1．はじめに 

ヒアリ Solenopsis invictaは外来種として侵入・定着

した場合，人やペットへの刺傷被害のみならず，農業や

商工業への経済的被害や在来生態系への影響をもたらす

ことが懸念されている1)。本種は繁殖力が大きく，攻撃的

で行動が活発であるがゆえに，本種が定着し，その分布

域が拡大した地域では根絶はほぼ不可能であると考えら

れている2)。したがって，本種が侵入した場合，早期に発

見してしかるべき対策をとることが根絶の鍵となる。本

種は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に

関する法律」により特定外来生物に指定されており，2017

年5月に兵庫県尼崎市にて初確認されて以来，全国各地で

確認が相次いだ。京都府でも2017年10月に向日市で本種

が確認され，2018年6月時点では12都府県において29件の

確認事例が報告されている3)。これら一連の事例は，人に

対する本種の危険性とともにマスメディアによって大き

く報道されたため，国民の間で本種についての関心が急

激に高まり，その相談件数も著しく増加した。 

本種と思われる個体が発見された場合，地方自治体は

環境省に連絡することになっており，その後，指定され

た専門機関において本種であるかどうかの判定が行われ

る。しかし，地方自治体により本種ではないことが確認

された場合は，専門機関による同定には及ばない。すな

わち，地方自治体が担う役割は，一般市民や事業者など

から提供されるヒアリに関した情報のスクリーニングで

あると言える。京都府では基本的に保健所が窓口となり，

一般市民や事業者などからの同定依頼に対応するが，保

健所で対応することができない場合は，自然環境保全課

もしくは保健環境研究所で対応する。 2017年5月以降，

京都府には本種に関する同定依頼が多数寄せられたが，

前述の向日市での事例を除くと，その全てが本種ではな

く，普通種とされるアリやアリグモなどであり，「ヒア

リの疑いあり」として専門機関での同定が必要とされた

事例はなかった。このことは，専門的知識をもたない一

般市民や事業者などの多くは普通種のアリやアリグモな

どを「ヒアリではないか」と疑い，警戒して地方自治体

に同定を依頼する事例が圧倒的に多いことを示している。 

本報では，2017年に京都府に寄せられたヒアリ同定依

頼を集計し，ヒアリと疑われやすい生物の特徴について

考察したので報告する。 

 

2．方法 

2017年に京都府に寄せられたヒアリに関する同定依

頼を集計した。依頼者の多くは京都府に居住する一般市

民か京都府で事業を営む事業者であったが，京都府外に

居住する一般市民からの同定依頼もあった。検体は実物

もしくは写真の状態で提供され，発見場所や発見日時，

発見時の生死などの情報を聞き取り記録した。実物は可

能な限り種まで同定し，写真は亜科あるいは属までの同

定 に と ど め た 。 た だ し ， キ イ ロ シ リ ア ゲ ア リ 

＊Characteristics of identification requests of Solenopsis invicta in Kyoto Prefecture 
＊＊Yusuke Sakata（京都府保健環境研究所）Kyoto Prefectural Institute of Public Health and Environment 

＊＊＊Kei Yokota (京都府自然環境保全課) Kyoto Prefecture Nature and Environmental Conservation Division 
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Crematogaster osakensisの女王アリとムネアカオオア

リ Camponotus obscuripesの働きアリは，特徴的な形態

と体色を持つため，写真でも可能な限り種まで同定した。  

 

3．結果と考察 

同定依頼は6月20日から11月9日まで寄せられ，ヒアリ

であることが確認された向日市での事例を含めて128件

あった。そのうち，写真による同定依頼は95件と多く，

実物による同定依頼は33件であった。マスメディアによ

ってヒアリの危険性が大きく報道されていることに加え

て，環境省や地方自治体はヒアリと思われる個体を見つ

けた場合は素手で触らないことを注意喚起しているため，

実物の捕獲には抵抗があったと考えられ，また，スマー

トフォンにより気軽に写真を撮影することができること

もあり，写真による同定依頼が多くなったと考えられた。

なお，提供された写真の多くは検体を背面から撮影して

おり，さらに，撮影倍率が低いものも少なくなかったた

め，ヒアリであるかどうかを同定するにあたって重要な

形質を確認しづらいものが含まれていた。こうした写真

が検体として多く寄せられた理由は，依頼者の多くがヒ

アリであるかどうかを同定するポイントを知らず，何に

焦点をあてて撮影すれば良いかが分からなかったためと

考えられた。ヒアリであるかどうかを同定するポイント

は「ヒアリ同定マニュアル」4)にまとめられており，背面

より側面から撮影された写真の方がそれを確認しやすい。

動き回るアリを同定しやすいように撮影することは難し

いが，ヒアリであるかどうかを同定するポイントを一般

市民や事業者などに伝えることで，提供される写真の質

の向上に繋がると考えられ，その結果，地方自治体の同

定精度を高めることができる。 

同定した検体について分類群ごとの月別件数の推移を

図1に示した。同定依頼は9月に最も多く，次いで7月，10

月の順に多かった。検体はアリ Formicidaeが111件と最

も多く，次いでアリグモ Myrmarachneが16件（うち2件は

ヤガタアリグモ Myrmarachne elongata）であった。また，

アリではないハチ目 Hymenopteraの1種が1件あった。ア

リグモはアリに擬態しており，2017年は京都府に限らず

全国各地で，ヤガタアリグモ（図2）がヒアリと誤認され

る例が多かった5)。アリとアリグモの主な形態の違いとし

て，脚の本数や腹柄節の有無が挙げられる。アリは脚が6

本であるのに対してアリグモは脚が8本である。また，ア

リには腹柄節が有るがアリグモには腹柄節が無い。しか

し，アリグモは第1脚を持ち上げ触角のように動かすこと

や頭胸部と腹部の間が細くくびれ腹柄節のように見える

ことから，生きている個体ではアリと誤認しやすい。た

だし，アリグモは単独で生活することや腹部から糸を出

して移動するといったアリとの行動の違いがあり，注意

して形態や行動を観察することで肉眼でも両者を区別す

ることはできるため，一般市民や事業者などに対して両

者の見分け方を伝えることは有益であると考えられる。 

同定した検体についてヒアリと誤認されたアリの種類

と件数を表1に示す。最も同定依頼が多かった種はキイロ

シリアゲアリ（図3）であり， 60件の同定依頼のうち，2

件は働きアリで，58件は女王アリであった。キイロシリ

アゲアリの結婚飛行は8月下旬から10月上旬にかけて行

図3 キイロシリアゲアリ（女王アリ） 

図2 ヤガタアリグモ（メス） 

図1 京都府におけるヒアリ同定依頼の分類群ごと

の月別件数の推移 
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表1 京都府におけるヒアリ同定依頼のうちヒアリと誤認されたアリの種類と件数 

われ，灯火によく飛来することが知られており6)，女王ア

リの同定依頼は8月31日から10月16日までの期間に集中

していた。キイロシリアゲアリの女王アリは腹柄節が2

節で前伸腹節刺が無いという2つの特徴がヒアリと一致

していることに加えて，国内の図鑑等には形態が詳しく

掲載されていないためヒアリと疑われやすいが，腹柄節

が腹部の背方寄りに付いていることで区別することがで

きる7)。「ストップ・ザ・ヒアリ」8)では，ヒアリと形態

的に似た在来アリとして，ヒメアリ属 Monomorium，オオ

ズアリ属Pheidole，クシケアリ属 Myrmicaの3属が挙げら

れており，当初はこれらのアリに関する同定依頼が多く

寄せられると予想していたが，これらのアリについては，

ヒメアリ属が2件，オオズアリ属が3件と少なかった。 

キイロシリアゲアリやアリグモがヒアリと疑われるこ

とが多かった一方，ヒアリと形態的に似た在来アリがヒ

アリと疑われることが少なかったことから，一般市民や

事業者などがヒアリを疑う際には，腹柄節の節数や前伸

腹節刺の有無といった肉眼では観察することが難しい細

部の特徴よりも体色のような一目瞭然に識別できる特徴

に注目していると考えられた。おそらく，「アリの体は

黒色」という固定観念があるため，キイロシリアゲアリ

やヤガタアリグモのような「アリのように見えるが体は

黒色ではない生物」については，「見慣れないアリ」と

認識された結果，「ヒアリではないか」という不安がか

きたてられ，同定依頼の増加につながったと考えられた。 

一般市民や事業者などにヒアリであるかどうかを同

定するポイントやヒアリと疑われやすい生物に関する情

報を提供するとともに，これらの情報を地方自治体が知

っておくことで，大多数の同定依頼は最初の対応窓口で

ある保健所で完結し，ヒアリに関した情報を迅速にスク

リーニングすることが期待できる。 
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件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
ヤマアリ亜科 Formicinae
　クロオオアリ Camponotus japonicus 1 2.6 0 0 0 0
　ムネアカオオアリ Camponotus obscuripes 1 2.6 2 2.8 0 0
　クロヤマアリ Formica japonica 1 2.6 0 0 0 0
　サクラアリ Paraparatrechina sakurae 1 2.6 0 0 0 0
　オオアリ属の1種 Camponotus sp. 0 0 1 1.4 0 0
　ヤマアリ属の1種 Formica  sp. 2 5.3 0 0 0 0
　ケアリ属の1種 Lasius sp. 2 5.3 3 4.2 0 0
　ヤマアリ亜科の1種 Formicinae sp. 1 2.6 1 1.4 0 0
フタフシアリ亜科 Myrmicinae
　キイロシリアゲアリ Crematogaster osakensis 2 5.3 58 81.7 0 0
　トビイロシワアリ Tetramorium tsushimae 3 7.9 0 0 0 0
　ヒメアリ Monomorium intrudens 1 2.6 0 0 0 0
　アシナガアリ Aphaenogaster famelica 2 5.3 0 0 0 0
　オオズアリ属の1種 Pheidole sp. 2 5.3 0 0 1 100
　シリアゲアリ属の1種 Crematogaster  sp. 5 13.2 0 0 0 0
　アシナガアリ属の1種 Aphaenogaster  sp. 1 2.6 1 1.4 0 0
　ヒメアリ属の1種 Monomorium  sp. 1 2.6 0 0 0 0
　フタフシアリ亜科の1種 Myrmicinae sp. 2 5.3 3 4.2 0 0
ハリアリ亜科 Ponerinae
　オオハリアリ属の1種 Brachyponera sp. 1 2.6 0 0 0 0
カギバラアリ亜科 Proceratiinae
　ワタセカギバラアリ Proceratium watasei 0 0 1 1.4 0 0
亜科不明 Formicidae sp. 9 23.7 1 1.4 0 0
合計 38 71 1

働きアリ
種類

女王アリ 雄アリ
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＜報 文＞ 

 

石川県内で採取されたPM2.5中の多環芳香族 
炭化水素類の濃度変動について*  

 
 

河本 公威**)・牧野 雅英**)・加藤 真美**)・宮田 朋子**) 

太田 聡**)・初瀬 裕**)・柿本 均**)  

 

キーワード ①PM2.5 ②多環芳香族炭化水素 ③越境輸送 ④偏在率 ⑤毒性等量（TEQ）  

 

要   旨 

 PM2.5中の多環芳香族炭化水素類（PAHs）の実態を把握するため，2015年から2018年にかけて6-7月，11-12月，3月の3期

に，石川県内の3地点（西二又，輪島局，松任局）においてPM2.5試料を採取し，11種類のPAHsを定量した。いずれの調査地

点においても，PAHs濃度は3月に最も高く，次いで11-12月が高く，6-7月が最も低かった。一方で，PM2.5の質量濃度は3月

及び6-7月に高く，11-12月に最低となっており，両者の季節変動は一致しなかった。バックグラウンド地点である西二又

におけるPM2.5中のPAHs濃度を，同地点における先行研究の総粉じん中のPAHs濃度と比較して得られた，PAHsの微小粒子

（PM2.5）への偏在率は，暖候期で約70%，寒候期で約80%であった。 

 

 

1. はじめに 

PM2.5は微小粒子のため肺の奥まで到達しやすく，呼吸

器系や循環器系への健康影響が懸念されている有害大気

汚染物質とされている。PM2.5の大気中の濃度を低減する

には発生源対策が必要であり，発生機構の解明や発生源

を明らかにすることが求められている。地方自治体にお

いては質量濃度に加えて，PM2.5の成分分析が実施されて

おり，国（環境省）への報告が求められている。 

一方，多環芳香族炭化水素類（以下，PAHsという）は

化石燃料等の燃焼により発生し，人体への毒性（発がん

性，変異原性）を有する物質が多く存在することから，

これまでにさまざまな地域で環境大気内の動態調査が実

施されてきた1),2),3)。国内では特に金沢大学の研究グルー

プにより，都市間の濃度レベル比較4),5)や，構成成分の比

較等により地域ごとの主要な発生源の推定5),6)が行われ

てきた。それらを通じて，従来国内のPAHsの最大の発生

源は自動車（特にディーゼル車）排ガスであること4),6),7)，

また中国大陸における石炭燃料の燃焼により発生した

PAHsが越境輸送により国内で観測されていること等8),9)

も明らかとなってきた。 

近年，国内の発生源対策により大気中PAHs濃度の低減

が進んだ結果，大陸からの越境寄与分が把握しやすくな

ったと考えられること，また，燃焼起源の汚染物質は，

大気中では微小粒子側に存在することが知られている10)  

 

 

ことなどから，①バックグラウンドに近い地点において，

②微小粒子であるPM2.5中に含まれるPAHsの濃度レベルを

把握し，③その季節変動などから大陸からの越境寄与分

を推定するための基礎データの収集を目的として，本調

査研究を開始した。 

従来環境省が求めてきたPM2.5の成分情報は，イオン成

分，無機成分及び炭素成分に限定されており，自治体に

おいてPM2.5中のPAHsを系統的に調査した例11)は非常に少

ないのが現状である。その理由の一つとして，従来の大

気中PAHsに関する研究では，ハイボリウム・エアサンプ

ラーなどで粉じん全量を吸引・吸着させたフィルタを分

析用試料として用いていたのに対し，PM2.5の採取装置は

吸引流量がその数十分の一程度のローボリウム・エアサ

ンプラーである上に，粒径が2.5 µm以下の粒子のみを分

級採取するので粉じんの絶対量が少ないため，PAHsのよ

うに大気中濃度が低い物質について測定感度を確保する

問題を解決する必要があったと考えられる。 

本研究では実試料の分析に先立って，24時間採取した

PM2.5のフィルタ試料からの検出感度を検討し，時間的分

解能は落ちるが，何日分のフィルタを合わせて1試料とし

て分析に供すれば全ての調査対象物質で安定した感度が

得られるのかを，実験により明らかにした。 

また併せて，高速液体クロマトグラフ（HPLC）による

測定の際，全ての調査対象物資のピークが分離できるよ 
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うな条件を検討し，過去の研究事例でしばしば見られ 

た，いくつかの物質を定量の対象から除外するようなこ

とが起きないよう，条件を確立した。これら基礎的検討

の上に，試料の採取と分析・定量を行い，PAHsの挙動に

ついていくつかの知見を得たので報告する。 

 
2. 調査方法 

2.1 調査地点及び調査期間 

試料採取地点は，輪島市西二又（以下，「西二又」と

いう。），輪島局及び松任局の3地点である（図1）。 

西二又は能登半島北西端に位置し，金沢大学環日本海

域環境研究センターの能登大気観測スーパーサイト

（Noto Air Monitoring Site: NAMS）が設置されている

地点であり，周囲は山と森林に囲まれ周辺に住居等はな

く，交通量もほとんどない地点である。輪島局は一般環

境大気測定局であり，のと里山空港敷地内に設置されて

おり，周辺には空港以外の事業所や民家が少ない地点で

ある。西二又と輪島局は直線距離で16 km離れている。一

方，松任局は一般環境大気測定局であり，白山市の市街

地に近く，周辺は住宅街であり近隣には交通量の多い道

路も存在する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
試料の採取は，2015年から2018年にかけて3ヵ年にわた

り実施しており，各年とも①6～7月，②11～12月，③3

月の3期にそれぞれ連続する1週間または2週間，24時間ご

とにフィルタを自動交換する方法で行った。なお，西二

又における①期は2016，2017年の2ヵ年のみ実施しており，

松任局の①～③各期の試料採取は3年目の2017～2018年

のみ実施している。詳細な試料採取日については，後述

の4.2の表5に示すとおりである。 

2.2 試料採取方法 

試料の採取は，PM2.5成分分析マニュアル12)に準じて行

った。採取装置には，Thermo scientific製シーケンシャ

ルエアサンプラーModel 2025i, 2025i-Dを用い，捕集流

量は16.7 L/minとした。サンプリングフィルタには，

Whatman製 QMA φ47mmの石英繊維フィルタを使用した。

試料の捕集時間は24時間としたが，後述するようにPAHs

に関してはバックグラウンドレベルに近い低濃度地点で

ある西二又において，感度の低い化合物を定量可能とす

るため，2日分のフィルタをコンポジットして分析に供す

ることとした。これらのフィルタは，採取後は分析に供

するまで遮光・冷凍保存（-20℃）した。 

 
2.3 調査対象物質 

分析対象としたPAHsは，フルオランテン(Flu)，ピレン

(Pyr)，クリセン(Chr)，ベンツ[a]アントラセン (BaA)，

ベンゾ[e]ピレン(BeP)，ベンゾ[a]ピレン(BaP)，ベンゾ

[b]フルオランテン(BbF)，ベンゾ[k]フルオランテン 

(BkF)，ジベンツ[a,h] アントラセン(DBahA) ，ベンゾ

[ghi]ぺリレン(BgPe)，インデノ[1,2,3-cd]ピレン (IDP)

の 11物質とした。それらの化学構造式を図2に示す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 分析方法 

分析は，環境省の有害大気汚染物質測定方法マニュア

ル（以下、環境省マニュアル）13)に準じて行った。 
2.4.1 試薬等 

抽出溶媒にはジクロロメタン（残留農薬分析・PCB試験

用，和光純薬），定容溶媒及びHPLC分析の移動相にはア

セトニトリル（高速液体クロマトグラフ用，和光純薬）

を用いた。また，標準物質は，シグマアルドリッチ製の

混合標準溶液（BePを除く10物質）及び関東化学製のBeP

標準溶液を用い，各10 µg/mLをアセトニトリルで適宜希

図1  試料採取地点 

図2  調査対象とした11物質の化学構造式 

Flu Pyr BaA Chr 

BaP 
DBahA BbF BeP 

IDP 
BgPe 

BkF 
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釈して，検量線用標準溶液を作成した。 
 
2.4.2 前処理法 

前処理の概要（分析フロー）は図3に示すとおりである。

抽出は，粉じんが付着したフィルタをセラミック製のハ

サミで細かく裁断した後，遠心沈殿管に入れ，ジクロロ

メタン20 mLを加え30分間超音波抽出を行った。この抽出

液を3000 rpmで20分間遠心分離処理を行い，上澄み10 mL

を分取して，窒素気流下で乾固直前まで濃縮した後，自

然乾固しアセトニトリル1 mLに再溶解し，0.45 µmメンブ

レンフィルタでろ過したものを試験溶液とした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 HPLC測定 

本研究では蛍光検出－HPLC法により測定を実施した。

表1にHPLC条件を示した。HPLCは，Waters製のAquity UPLC 

H-class，分離カラムにはInertsil ODS-P（3.0 mm 

i.d.×250 mm, 5µm, GL サイエンス製）を使用した。移

動相の条件は，超純水とアセトニトリルとの混合比率を

25：75から0：100まで徐々に変化（グラジエント）させ，

カラム温度は40℃，流速は0.8 mL/min，注入量は2µLとし

た。蛍光検出器の測定波長条件を表2に示す。励起波長及

び蛍光波長は1chのタイムプログラムにより切り替え，各

5波長を使用した。分析条件の検討の結果，本分析では分

析時間が約28分となり，環境省マニュアル13)よりも測定

時間を短縮することができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 分析データの精度管理 

3.1 検量線及び定量下限値 

各定量波長のクロマトグラムピーク面積を用いて，

0.5～10 ng/mLの範囲（標準溶液0.5，1，2，5，10 ng/mL）

で，絶対検量線法による検量線を作成した結果，11成分

すべてにおいて，r2 = 0.999と良好な直線性が得られた。

また，定量下限値（S/N=5）は以下の値を得た。 

・BeP，BgPe：0.5 ng/mL 

・Flu，BbF：0.2 ng/mL  

・Pyr，BaA，Chr，BkF，BaP，DBahA，IDP：0.05 ng/mL 

 

3.2 クロマトグラム 

11種のPAHs標準物質及び試料のクロマトグラムの一例

を図4に示す。BePとBgPeは検出感度が低く，それらの保

持時間近くに他の物質（BbF及びIDP）のピークが存在す

ることが確認できる。従来のPAHs研究事例では，BePにつ

いては，検出感度の低さと保持時間が近く分離が不十分

である他物質(BbF) のピークがあることから，またDBahA

については，環境中の絶対濃度が低いため定量が不可能

な場合があるなどの理由から，定量・解析の対象外とさ

れることが多かった。本研究では，分離カラムにInertsil 

ODS-Pを使い，HPLC測定条件を検討し表1に示すような設

定とした結果，BePとDBahAをいずれも単独で定量するこ

とが可能となった。また実試料（粉じん抽出液）につい

ても，妨害ピーク等が重なることなく定量可能であるこ

とを確認した（図4）。 

図3  試料の前処理のフロー 

表1  HPLCの測定条件 

表2  蛍光検出器の検出波長 

○ 前処理開始までチャック付きアルミ袋で遮光・冷凍保存

○ セラミックハサミ，プラスチックピンセットで裁断

○ 密栓　30分

○ 3000rpm／min，20分

○ 残り半量は密栓して冷凍保存

○ 褐色KD濃縮受器使用

○ 液量0.3mLまで→ドラフト内で自然乾固

○ 超音波の後，メンブレンフィルターでろ過

石英繊維フィルタ（2枚）［連続する2日分コンポジット］

ろ液を最終検液としてHPLC注入

超音波抽出（抽出溶媒：ジクロロメタン 20mL）

遠心分離処理

速やかに正確に半量（10mL）分取

穏やかにN2噴霧で濃縮

定容（アセトニトリル 1mL）
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3.3 フィルタの抽出枚数の検討 

大気中のPAHsに関する従来の研究では，粒径による分

級採取した試料を対象とした事例は少なく，ハイボリウ

ム・エアサンプラー等で採取した粉じん全量を分析試料

とした例が多かったこと，また自動車排ガスなどの主要

な発生源に近い都市部などで試料採取が行われた場合が

多かったために，時間的分解能（フィルターの交換周期）

は24時間またはそれよりも短く設定し，日々の消長や日

内の時間変動などを解析することも可能であった。PM2.5

中のPAHs調査においても高濃度地域の事例においては，

これまでにも昼夜別の12時間採取により十分な感度が得

られている報告例もあった14)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかし，本研究の試料採取地点である西二又は周辺に

発生源が全く存在せず，大陸からの越境輸送分がごく低

レベルのバックグラウンドとして観測されると考えられ

ることから，調査対象の11物質全てがHPLCで測定可能な

検出感度を得るためには，抽出する際に何日分かの試料

フィルタをコンポジットする必要があると考えられた。

何枚のフィルタのコンポジットが必要であるか検討した

結果を以下に述べる。 

輪島局及び松任局において，7日間試料を採取した。そ 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
れらの試料から，フィルタ1枚（1日目），フィルタ2枚（2

～3日目），フィルタ4枚（4～7日目）を1試料としてコン

ポジットして抽出し，試料中の濃度として定量値を比較

検討した結果を表3に示す。 

フィルタ1枚では11物質すべての濃度は定量下限値を

上回っていたが，比較的感度の低いBeP，DBahA及びBgPe

の3物質の濃度は定量下限値に近い値であった。フィルタ

2枚では，BeP，DBahA及びBgPeの濃度は定量下限値の3倍

以上となった。フィルタ4枚では，BeP，DBahA及びBgPe

の濃度はフィルタ2枚の濃度と差はみられなかった。以上

の結果により，BeP，DBahA及びBgPeが十分定量可能とな

るフィルタ2枚（2日分の試料）を1試料として，分析に供

することとした。 
                    
3.4 添加回収試験の結果 

添加回収試験は，ブランクフィルタ2枚に11物質混合

標準品溶液を各物質が40 ng含まれるよう添加し，試料

と同様に前処理操作を行い，回収率を試行数12の平均値

で求めた。その結果，4環化合物であるFlu及びPyrの回

収率は77 %と若干低めであり変動も大きかったが，他の

9物質の回収率は88～97 %であり，良好な結果が得られ

た（表4）。環境大気中の多くのPAHsは蒸気圧や気温に

よって気相と粒子相に分配しており，通常の気温であれ

ば，2，3環のPAHsは気相，5環以上のPAHsは粒子相，4

環のPAHsは両方の相に存在するが，気温が低いほど粒子

相により多く分配すると言われている。FluとPyrの回収

率が若干低く変動が認められる理由として，これら物質

は，試験操作中の窒素濃縮等で気相に揮散する割合が多

めであるためと考えられた。 

 
 
 
 
 
4. 結果と考察 

4.1 PAHs濃度とPM2.5質量濃度 
図5にPM2.5の質量濃度(a)とPM2.5中のPAHs濃度(b)を季

節別，調査地点別に示した。PM2.5の質量濃度は3  

 
 
 
 
 
 
 
 

図4  クロマトグラムの例 (a)標準混合溶液，(b)実試料 

 

表4 各物質の添加回収率試験結果 

　　

標準混合溶液　 1ng/mL

試料（2017年11月 松任局）

F
lu

 -
6
.1

43

P
y
r 

-
7
.0

61

B
a
A

 -
9
.8

9
5

C
h
r 

-
1
0.

68
5

B
e
P

 -
1
4.

64
1

B
b
F

 -
1
5.

2
99

B
kF

 -
1
7
.3

88

B
a
P

 -
1
9.

02
8

D
B

a
hA

 -
2
0.

70
7

B
gP

e
-

2
1.

62
3

ID
P

 -
2
1.

98
3

E
U

0.0

1.0

2.0

min6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0

F
lu

 -
6
.1

79

P
y
r 

-
7
.0

99

B
a
A

 -
9
.9

1
7

C
h
r 

-
1
0.

70
6

B
e
P

 -
1
4.

64
1

B
b
F

 -
1
5.

3
01 B
kF

 -
1
7
.3

69

B
a
P

 -
1
9.

01
5

D
B

a
hA

 -
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68
0
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-

2
1.

62
3

ID
P

 -
2
1.

94
7

E
U

0.0

1.0

2.0

6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 min

物質名 Flu Pyr BaA Chr BeP BbF BkF BaP DBahA BgPe IDP

平均回収率（％） 77 77 92 97 92 97 97 88 95 96 97

場所 フィルタ枚数 Pyr Flu BaA Chr BeP BbF BkF BaP DBahA BgPe IDP

1 0.91 1.3 0.28 0.75 0.62 0.95 0.37 0.46 0.07 0.66 0.78

2 2.2 3.0 0.69 1.9 1.7 2.5 1.0 1.3 0.17 2.3 2.1

4 2.3 3.0 0.73 1.7 1.9 2.6 1.0 1.3 0.19 3.2 2.6

1 0.84 1.2 0.26 0.79 0.80 1.1 0.41 0.5 0.06 1.2 0.94

2 2.7 3.7 0.80 2.1 2.0 2.9 1.2 1.5 0.19 3.3 2.5

4 3.0 3.7 1.1 2.4 2.5 3.4 1.4 1.9 0.25 4.3 3.3

0.05 0.2 0.05 0.05 0.5 0.2 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05

　

単位　ng/ml

輪島

松任

定量下限値

表3  試料のフィルタのコンポジットの検討 
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地点共通して3月及び6-7月に高く，11-12月が最も低く

なった。冬季にPM2.5質量濃度が極端に低い理由としては，

北陸の冬季は湿度が高く降雨雪が多いため，総粉じん

（以下，TSPという。）の発生が抑制され4),15)，PM2.5の質

量濃度も低下するものと考えられた。 

PAHs濃度を調査地点別に見ると，松任局が最も高く，

以下輪島局，西二又の順で低くなった。次に季節別に見

ると，いずれの地点も3月が最も高く，次いで11-12月が

高く，6-7月が最も低かった。PM2.5のPAHs濃度が高くな

る時期は，国内外で暖房等のため各種燃料の使用が増大

する時期と一致していた。西二又は周辺に発生源となり

うる施設等が全く存在しないため，大陸からの越境輸送

分の影響が現れていると考えられ，これまでに金沢大学

の研究グループがTSP中のPAHsの調査を長期にわたって

実施してきた地点であり，中国の石炭暖房の使用期間に

大気中のPAHsの濃度が上昇し，この濃度上昇のほとんど

は中国東北部からの寄与であることが明らかにされて

いる9),16)。PM2.5中のPAHsを調査対象とした本 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
研究でもこれに合致する結果となっており，バックグラ

ウンド地点である西二又では，大陸からの越境輸送によ

り季節変動が生じている可能性が示唆された。一方，松

任局のPAHs濃度は西二又や輪島局と比較して高いこと

から，越境輸送分に加え，近隣の局所的な発生源の影響

を受けているものと考えられた。 

PM2.5中のPAHs濃度とPM2.5の質量濃度の季節変動を比

較すると，PM2.5の絶対量が多い夏季においてはPAHs濃度

が低く，逆に北陸の気象条件を反映してPM2.5の発生が抑

制されている冬季にPAHs濃度が上昇するなど，両者の間

に季節変動の一致は見られなかった。 

 
4.2 PAHs各物質の濃度 

表5に本研究で調査の対象としたPAHs 11物質の採取

時期別の濃度を平均値，中央値，標準偏差で示した。PAHs 

11物質中，年間を通じて検出濃度の順位が上位（高濃度）

なのは，Flu，BgPe，Pyr，BbF，IDPなどであり，逆に常

に最も濃度が低いのはDBahAであった。 

国内で大気粉じんを分級採取しPM2.5中のPAHsの多成

分調査を行った過去の研究例と比較すると，長崎県11)

や奈良県17)で採取されたPM2.5試料からも，順位はやや異

なるものの，上記5物質が検出濃度の上位を占めており，

それらの結果と本研究は類似した傾向であった。ただし，

沖縄県辺戸岬における調査結果からは検出濃度の高い

上位物質の中にBgPeに代わりChrが含まれており18)，中

国大陸からの影響下にある本州や九州とは異なり，位置

的に東南アジアの排出源からの影響も考慮すべき沖縄

の特徴が現れたものと考えられた。 

なお，対象とした11物質のうちDBahAの濃度が最低で

あることは，いずれの報告でも共通していた。しかし，

後述するようにPAHs物質群の毒性をBaPの毒性を基準と

した換算値で評価する方法を用いる際にはDBahAの毒性

係数(TEF) が大きいことから，低濃度であっても調査の

対象から除外することはできないと考えている。 

 
4.3 PAHsのPM2.5への偏在率 

本研究の試料採取地点のうち西二又では，長期間にわ

たり金沢大学の研究グループによってTSP中のPAHs濃度

の消長がモニタリングされており19)，そのデータを利用

し，今回のPM2.5中のPAHs濃度と比較することにより，

PAHsがPM2.5すなわち微小粒子側にどれだけ偏在するか

を試算した。またその試算結果を，長崎県においてTSP

とPM2.5の両試料を同時に採取してPAHsを調査した報告
11)から計算した偏在率と比較した。 

表6に本研究の西二又におけるPM2.5中のPAHs濃度，同

地点の金沢大学の研究グループによるTSP中のPAHs濃度

図5  (a)地点別・季節別のPM2.5質量濃度，(b)地点

別・季節別のPAHs濃度 棒グラフは平均値，エラー

バーは標準偏差を示す。 

 

(a) 

(b) 
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19)，そして長崎県においてTSPとPM2.5を同時採取して両

試料のPAHs濃度を調査した中村らのデータ11)を比較し

てまとめた。 

ここで金沢大学の研究では，試料の採取期間を暖候期，

寒候期と分類していることから，本研究のデータの6-7

月を暖候期，11-12月と3月を合わせて寒候期として取り

扱うこととした。また，金沢大学ではBePとDBahAを調査

対象としていないので，比較する際に本研究の対象物質

である11物質から上記2物質を除いた9物質の合計値を

PAHs濃度として取り扱った。長崎県の測定結果には今回

の11物質が全て含まれているので，11物質の合計値と比

較のために9物質の合計値の両方を計算に用いた。 

PM2.5中のPAHs濃度について，本研究の西二又（寒候期）

と長崎県大村市（3-4月：寒候期）で比較すると，西二

又は大村市の約半分の濃度と低い値であった。長崎県の

試料採取地は大村市の中心部であり，バックグラウンド

地点である本研究の西二又と比べて，周辺の発生源の影

響が寄与していることによる違いと考えられる。 

次に，西二又におけるPM2.5中のPAHs濃度（本研究）と

TSP中のPAHs濃度（金沢大学）を比較すると，TSP中のPAHs

濃度は2004～2014年という長期間の平均値であるが，

PAHsの微小粒子（PM2.5）への偏在率 (PAHsPM2.5/PAHsTSP) 

は，暖候期で約70 %，寒候期で約80 %と算出され，寒候

期に微小粒子側への偏在率が高いことが示された。また，

長崎県（試料採取時期は3-4月）の偏在率はPAHs 11物質

の場合77%，9物質の場合75%であり，本研究で試算した 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

寒候期の偏在率（80%）はこれらの値に近かった。粒

径の分級が2.5 µmを境界とした試料採取ではないが，中

国の瀋陽，上海，福州の3都市でPAHsの粒径別の調査を

行った唐ら20)によれば，2.1 µm以下の画分に80～90%存

在したと報告されており，今回の結果はこれにも近かっ

た。 
なお，西二又のTSP中のPAHs濃度は，北京オリンピッ

ク（2008年）以前は増加傾向に，それ以降は減少傾向に

あると報告されており19)，本研究で西二又においてPM2.5

試料を採取した2015～2018年にTSP中のPAHs濃度を測定

していたならば，2004～2014年の平均値よりも低いもの

と考えられ，今回試算したPAHsの偏在率はやや過小評価

されている可能性がある。 

 
4.4 毒性等価係数を用いたPAHsの濃度評価 

従来日本国内においては，多数あるPAHsの中でBaPだ

けが，環境省により大気汚染防止法における『有害大気

汚染物質』のうち優先取り組み物質の一つに指定されて

おり，全国の自治体でもこの1物質については連続的に

調査を実施してきた。しかし，他の物質についてもBaP

と同様な毒性を持つものがあり，その毒性の強弱を係数

（毒性係数）として実測濃度に乗じたものを物質ごとに

合計した量を『毒性等量』(TEQ) として総合的にPAHs

の毒性を評価する方法が提唱されている。 

PAHs各物質の毒性係数 (TEF) はBaPを基準 (1.0) と

して設定されており，過去に多くの研究者によりさま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※Total PAHs 11物質：Flu + Pyr + BaA + Chr + BeP + BbF + BkF + BaP + DBahA + BgPe + IDP，9物質はこれからBePとDBahAを除いたもの。  

表5  PM2 5質量濃度とPAHs各物質の測定結果 

Flu Pyr BaA Chr BeP BbF BkF BaP DBahA BgPe IDP
総数 TEF 0.001 0.001 0.1 0.01 0.0 0.1 0.1 1.0 5.0 0.01 0.1

Jun. 27 - Jul. 11, 2017 平均値 11.032 - 16.99 14.20 3.39 12.21 13.19 18.76 7.10 10.59 3.83 19.99 17.83 138.08 121.06
Jun. 7 - Jun. 21, 2016 中央値 10.688 - 14.19 13.23 2.88 10.67 16.58 17.31 6.27 10.17 1.75 17.04 16.35 129.81 110.40

標準偏差 4.481 - 13.07 9.11 2.53 7.64 10.89 11.20 4.44 6.14 5.55 13.89 10.66 85.72 76.56
Nov. 16 - Dec. 15, 2017 平均値 3.182 - 92.83 70.65 22.03 44.30 50.25 66.48 24.36 28.62 5.54 90.55 62.01 557.62 501.83
Nov. 15 - Dec. 15, 2016 中央値 2.917 - 68.90 54.00 16.15 33.67 43.40 57.27 19.08 22.13 5.44 75.29 53.02 447.63 399.58
Nov. 14 - Dec. 15, 2015 標準偏差 1.966 - 65.46 50.14 17.95 31.20 29.10 41.08 16.12 19.98 2.70 52.56 35.42 356.66 325.34
Mar. 1 - Mar. 15, 2018 平均値 6.850 - 145.53 105.19 24.85 58.90 53.78 75.76 29.01 34.26 5.91 91.08 67.13 691.44 631.74
Mar. 4 - Mar. 18, 2017 中央値 5.750 - 151.38 112.00 23.29 63.04 55.79 75.83 30.71 34.67 6.04 85.96 69.17 717.42 656.71
Mar. 9 - Mar. 15, 2016 標準偏差 3.787 - 63.30 48.00 12.05 25.81 20.47 31.12 12.31 15.16 2.13 36.48 27.05 287.82 266.13

Jun, 27 - Jul. 11, 2017 平均値 11.480 11.254 18.22 17.84 4.37 14.27 18.38 22.29 8.88 12.49 1.79 32.02 25.15 175.69 155.53
Jun. 7 - Jun. 21, Jul. 1 - Jul. 15, 2016 中央値 10.250 9.417 13.42 13.71 2.88 10.67 14.63 16.75 6.88 10.21 1.58 27.13 20.96 142.17 122.79
Jun. 10 - Jun. 24, Jul.1 - Jul. 15, 2015 標準偏差 4.811 6.393 15.35 15.77 3.83 11.62 13.78 16.94 6.57 9.12 1.42 26.27 17.25 130.42 116.40
Nov. 16 - Dec. 15, 2017 平均値 3.571 4.736 85.55 66.21 21.56 46.63 54.82 73.24 29.34 28.50 5.62 103.32 70.69 585.48 525.04
Nov. 15 - Dec. 15, 2016 中央値 3.729 4.854 67.08 54.67 17.13 42.58 48.29 63.79 24.21 26.17 5.00 81.50 60.00 524.63 469.00
Nov. 14 - Dec. 15, 2015 標準偏差 1.980 2.271 61.42 46.50 16.40 29.90 28.90 42.09 18.90 17.31 2.76 57.04 38.34 344.78 314.09
Mar. 1 - Mar. 15, 2018 平均値 10.255 8.827 164.28 124.40 31.90 69.55 63.95 93.57 34.20 37.75 6.55 117.82 84.51 828.50 758.00
Mar. 1 - Mar. 15, 2017 中央値 10.208 8.208 149.29 114.21 30.50 71.04 59.17 93.46 33.38 36.96 5.79 115.96 78.29 766.38 699.00
Mar. 1 - Mar. 15, 2016 標準偏差 6.058 4.808 88.86 65.96 14.73 34.51 29.07 46.86 18.17 19.76 2.44 63.10 40.40 414.23 383.26

Jun. 27 - Jul. 11, 2017 平均値 11.816 10.034 20.32 22.14 7.82 19.73 27.82 32.04 13.54 21.73 7.27 46.04 35.54 253.97 218.89
中央値 9.695 8.813 13.15 20.32 6.71 19.72 26.67 33.98 14.44 20.14 6.16 40.14 34.77 249.44 216.62
標準偏差 3.916 3.547 14.36 13.61 6.17 12.85 16.87 19.25 8.09 14.09 3.82 24.59 19.49 145.46 127.36

Nov. 16 - Dec. 15, 2017 平均値 3.920 6.011 78.56 59.82 19.93 51.64 64.38 80.18 30.04 31.18 8.45 114.32 78.93 617.42 544.59
中央値 3.178 5.132 77.20 55.76 18.22 46.06 59.28 72.62 27.31 29.26 8.33 102.57 72.85 578.89 511.27
標準偏差 2.547 2.884 52.12 40.56 11.50 26.48 26.75 34.71 13.20 17.24 2.12 41.54 30.71 288.01 259.74

Mar. 1 - Mar.15, 2018 平均値 12.250 12.497 165.11 123.14 32.27 80.97 83.92 119.19 46.25 49.35 10.21 171.22 116.21 997.84 903.71
中央値 12.525 14.063 120.37 92.82 33.89 81.25 80.46 111.44 45.32 51.81 9.91 158.70 108.89 1020.46 930.09
標準偏差 4.443 3.997 81.87 64.33 15.09 32.71 31.32 45.08 18.18 21.06 2.48 67.60 44.52 391.75 359.24

松任局

6 - 7月 7

11 - 12月 14

3月 7

輪島局

6 - 7月 35

11 - 12月 39

3月 21

西二又

6 - 7月 14

11 - 12月 42

3月 17

Total PAHs

開始日 － 終了日　 石英ろ紙 テープろ紙 (11物質) (9物質)

PAHsの濃度（pg/m3）試料
採取
地点

試料
グループ名

（月）

試料数

(n)
試料採取日 PM2.5質量濃度 (μg/m3)

193 



 

＜報文＞ 石川県内で採取されたPM2.5中の多環芳香族炭化水素類の濃度変動について 
 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.43 No.4（2018） 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ざまな値が提唱されており，それらの機械的な平均値を

用いる方法1)も考えられたが，ここでは本研究で調査の

対象とした11物質のうちなるべく多く（BePを除く10物

質）にTEFが設定されているNisbet and LaGoy 21) の値

を用いて毒性等量を計算した。なお，各物質のTEF値は

表5中に記載したとおりである。本研究で得られた3地点

のPAHs濃度から算出されたTEQと，先行研究事例におい

て開示されている物質ごとの濃度値から算出したTEQを

比較して表7に示す。TEQは暖候期，寒候期ともに松任局

＞輪島局＝西二又となっているが，寒／暖比率は松任局

だけが1.6と低く，輪島局と西二又ではそれぞれ3.0，2.2

と相対的に高かった。 

4.2で述べたように，DBahAはいずれの地点でも常に検

出濃度は11物質の中で最低であるが，TEFの値が5 （ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毒性がBaPの5倍）と高いためTEQへの寄与が大きくなる。

そこで，TEFが大きいBaPとDBahAの2物質が，総TEQに占

める比率を表7に示した。これら2物質がTEQへ大きく寄

与していることが明らかになった。TEQ値が増大する寒

候期において，この寄与比率は低 

下している。寒候期には寄与率の大きい2物質に加え，

それ以外のPAHsも多く検出されることを示していると

考えられるが，寒候期には大陸からの越境輸送分も含め，

より多様な発生源の影響を受けている可能性を示唆す

るものである。 

なお，PM2.5中の多種のPAHsを調査した先行調査事例と

比較すると，県内3地点のPAHsのTEQはいずれも十分に低

かった。長崎県11)や奈良県17)で行われた調査結果から得

られたTEQへのBaP及びDBahAの寄与比率は，濃度レベル

※1), 2) 表５と同様に，Total PAHs 11物質はFlu + Pyr + BaA + Chr + BeP + BbF + BkF + BaP + DBahA + BgPe + IDP，9物質はこれから 

BePとDBahAを除いたもの。  

暖候期   (14) 34.8 ± 27.9
寒候期   (59) 78.2 ± 41.0
暖候期   (35) 28.0 ± 20.4
寒候期   (60) 84.5 ± 41.5
暖候期   ( 7) 67.7 ± 35.2
寒候期   (21) 108.9 ± 39.8

中村ら (2012) 長崎県大村市 寒候期   (49) 163.3
浅野ら (2014) 奈良県天理市 通年      (68) 606.9
Saldarriaga, H. et al. (2015) Cuernavaca, Mexico 寒候期   (11) 11985

暖候期 昼  (29) 605.3
暖候期 夜  (29) 975.9
寒候期 昼  (29) 7318
寒候期 夜  (29) 17678

73.5
83.5
92.0
72.7
81.0
79.0
78.6

BaP+DBahAの

Total TEQへの

寄与比率 (%)

81.0

本研究

Zhang, Y. et al. (2017) Beijing, China

平均値
(pg-TEQ/m3)

標準偏差
(pg-TEQ/m3)

研究事例
PM2.5 試料

採取地点

試料採取
時　期

(試料数 n)

TEQ換算PAHs濃度

寒／暖比率

2.2

3.0

1.6

15.8

西二又

輪島局

松任局

75.2
75.5
73.0
86.2
76.1

表7  PAHs濃度の毒性等量（TEQ）換算値 （毒性係数TEFはNisbet & LaGoy 21）の提唱した値を使用） 

 

 

表6  PAHsの微小粒子（PM2 5）側への偏在率 

範囲 範囲 範囲 範囲

53.8 - 1497

大村市における
PAHsのPM2.5への

偏在率 (%)

a2 / b2

75.0

77.240 - 6750

670
寒候期

2015年～2018年

（11～12月，3月）

539.3

平均値 a2) 平均値 b2)

総粉じん中の

Total PAHs (pg/m3)

中村 ほか (2012)

長崎県大村市 （長崎県環境保健研究センター庁舎屋上）

市の中心部

試料採取地点

採取地点の特徴

採取時期

（年月）

PAHs　9物質 *1)

PAHs 11物質 *2)
暖候期

石川県輪島市西二又 （金沢大学 Noto Air Monitoring Station ：NAMS） 西二又における
PAHsのPM2.5への

偏在率 (%)

a1 / b1
PM2.5に付着した

Total PAHs (pg/m3)

1580

1020 1360
2012年

（3～4月）
1220 3 - 5900

PAHs　9物質 *1)

PAHs 11物質 *2)

本　研　究 Tang, N. et al. (2015)

71.2

周囲は森林、周辺に集落等なし

2016年～2017年

（6～7月）

121.1

138.1

21.4 - 252.0

21.4 - 281.5

2005年～2014年

（6～10月）

170 31 - 960

PM2.5に付着した

Total PAHs (pg/m3)
総粉じん中の

Total PAHs (pg/m3)

平均値 a1) 平均値 b1)

採取時期

（年月）

採取時期

（年月）

-

80.5

596.2 67.0 - 1650

2005年～2014年

（11～5月）

37 - 4100
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の違いにもかかわらず県内3地点の値とほぼ同じであり，

地理的に離れた地点であっても，国内のPM2.5試料中の

PAHsは平均すると総毒性に対して比較的よく似た組成

となっていることがうかがえる。さらに，メキシコの

Cuernavaca 22)や中国の北京14)などでは，TEQで表現した

PAHsによる汚染レベルが国内と比べて著しく高いが，

CuernavacaにおけるBaPとDBahAの寄与比率が92%と他に

比べて目立って高いこと22)，北京では寒／暖比率が15.9

と県内3地点の値と比べて著しく高いこと14)など，各国

ごとに異なる発生源に依存した汚染形態を反映してい

るのではないかと考えられた。 
 
5. まとめ 

(1) 実試料の分析に先行してHPLCの測定条件を検討し，

従来のPAHs多成分一斉分析でピーク分離の悪さと感度

の低さから定量の対象から外されることの多かったBeP

とDBahAを単独で定量できる条件を確立するとともに，

バックグラウンドレベルと考えられる西二又のPM2.5フ

ィルタ試料からのPAHs各成分の定量は，2日分のフィル

タをコンポジットして1試料とすることで可能となるこ

とを明らかとした。 

(2) 県内3地点ではいずれも，PM2.5中のPAHs濃度は3月が

最も高く，次いで11-12月が高く，6-7月が最も低かった。

一方で，PM2.5の質量濃度は3月及び6-7月に高く，11-12

月が最も低くなっており，両者の間に季節変動の一致は

見られなかった。 

(3) PAHs 11物質中，年間を通じて検出濃度の順位が上

位（高濃度）なのは，Flu，BgPe，Pyr，BbF，IDPなどで

あり，逆に常に最も濃度が低いのはDBahAであった。PM2.5

から検出されたPAHsのうち上位の5物質は，国内の先行

研究事例と概ね一致していた。 

(4) 西二又におけるPM2.5中のPAHs濃度（本研究）を，TSP

中のPAHs濃度（金沢大学による先行研究）と比較するこ

とにより，PAHsの微小粒子（PM2.5）への偏在率 

(PAHsPM2.5/PAHsTSP) を算出したところ，暖候期で約70 %，

寒候期で約80 %であり，寒候期に微小粒子側への偏在率

が高いことが示された。なお、この寒候期の偏在率は長

崎県で観測された値に近かった。 

(5) TEQで表現したPAHs濃度は，暖候期，寒候期のいず

れも松任局＞輪島局＝西二又であったが，寒／暖比率は

松任局だけが1.6と他の2地点に比べて低かった。毒性が

高く，総TEQに占める寄与の大きなBaPとDBahAの2物質の

寄与比率は暖候期に高く，寒候期に低下する傾向が見ら

れた。 
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＜資 料＞ 

 

マイクロプラスチックに類似した 
海洋汚染特性を持つ物質の海岸漂着＊ 

 

池貝隆宏**・小澤憲司**・朝倉純**・三島聡子** 

 

キーワード ①マイクロプラスチック ②パルミチン酸カルシウム ③漂着量 ④PCB 

 

要   旨 

 2017 年 5 月に神奈川県の久里浜海岸で，サイズが 5mm 以下及び比重が 1 以下のマイクロプラスチックに類似する白

色固形物の漂着を確認した。この物質を分析した結果，主成分はパルミチン酸カルシウムであり，他にパルミチン酸及

びパルミチン酸以外の脂肪酸カルシウムを含む混合物であることが分かった。PCB吸着量を測定したところ，その吸着

量は，マイクロプラスチックのポリエチレンやポリプロピレンの半分弱であったが，漂着量が多かったため，プランク

トン食性の魚類が沿岸海域で摂食するマイクロプラチックを含む異物に由来する PCB の経口摂取のリスクを求めたと

ころ，ポリエチレンの約 2倍，ポリプロピレンと同程度であると推定された。 

 

 

1．はじめに 

 2015 年に開催された G7 エルマウサミット以降，あら

たな海洋汚染問題としてマイクロプラスチック（MP）が

世界的に注目を集めている。MP のサイズは 5mm 以下 1）

と定義されており，海洋中の総量はおよそ 5 兆個 2），日

本近海の漂流量は世界平均の 27 倍も高い 3）と推定され

ている。MP は，もともと微小サイズに成型されその形状

がほとんど損なわれていない一次 MP と，プラスチック製

品やその廃棄物が環境中で劣化･微細化し破片となった

二次 MP に大別される。いずれも親油性であるため，海水

中の希薄な PCB 等の残留性有機汚染物質を高濃度に吸着

し，遠隔地に輸送する働きを持つ 4,5）。こうした MP が海

洋生物に摂食されることは古くから指摘されている 6）。

日本沿岸でも魚類による MP の摂食が確認 7,8)されており，

海洋生態系全体にMP汚染が拡大している 9)とする指摘も

ある。 

 MP による危機的な海洋汚染を回避するため，MP の削減

が国際的に議論されており，国内でも海岸漂着物処理推

進法の改正やプラスチック資源循環戦略の策定に向けた

検討の開始などの取組が始まった。MP は海流に乗って外

洋から日本沿岸に運ばれてくるものばかりでなく，国内

の河川を通じて海域へ流出している 10）ことも確認され

ていることから，効果的な国内対策を推進するには，ま

ず，地域の MP 排出実態を把握することが必要である。 

 MP のローカルな存在状況を把握するには，満潮線の海

岸漂着 MP を調べるのが効率的である。それは，満潮線上

の MP は near-shore trapping11）により海岸と海上を行き

来し，この過程で微細化が進行する 12）ので，海岸は沿岸

海域に供給される漂流 MP の製造現場といえるからであ

る。 

 筆者らは，神奈川県の海岸で満潮線の MP 漂着状況調査

を行っているが，この調査で，材質がプラスチックでは

ないが，MP と同等の海洋汚染特性を有する物質（以下，

「MP 類似物質」という。）が海岸に漂着していることを

確認した。MP と同等の海洋汚染特性とは，大きさが 5mm

以下で海面に浮くために魚類等の海洋生物に捕食される

可能性があり，かつ，残留性有機汚染物質を吸着する性

質を持つ，ということを指す。本報では，この MP 類似物

質の漂着状況について報告する。 

 

2．方法 

2.1 MP 類似物質の漂着を確認した海岸 

 多数の MP 類似物質の漂着が確認された海岸は，横須賀

市の久里浜海岸であり（図 1），試料の採取は，2017 年

5 月 25 日である。久里浜海岸は，東京湾湾口部の内湾地

形内にあり，平作川河口と久里浜港に挟まれた浜幅約

20m の小規模な砂浜である。 

 藤沢市の鵠沼海岸と平塚市の高浜台海岸（図 1）でも

同時期に調査を行い（試料採取日はそれぞれ 2017 年 5

月 25 日と同 5 月 31 日），同じ MP 類似物質が確認された
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が，その量はわずかであった。 

 この 3 海岸ではこれ以降もこの物質の漂着が確認され

ているが，2017 年 5 月 25 日の久里浜海岸の漂着量が現

時点で最大である。これ以降は，久里浜海岸の最大漂着

の状況について記述する。 

 

2.2 採取及び分離 

 MP は，既報の方法 13）により採取及び分離を行った。

その手順を図 2 に示した。採取点は，満潮線上の漂着物

が多い点 3 点とし，分離は図 2 に示したとおり篩分けと

水道水による比重分離を併用した。分離後，分離物をデ

シケータ中で乾燥した後，長軸長さを計測し，次に述べ

る方法で材質を特定した。 

 

2.3 材質分析 

 サイズを測定した分離物は，赤外線吸収スペクトルを

測定してその材質を判別するが，MP 類似物質はそれに先

立ち，次によりエネルギー分散型 X 線分析により構成元

素を特定した。 

 高真空雰囲気下での分析を行うため，あらかじめ日立

ハイテクノロジーズ製イオンスパッタ装置 E-1010 を使

用して MP 類似物質に金コーティングを行った。その後，

オックスフォード･インストゥルメンツ製エネルギー分

散型 X 線分析装置 X-Max20 を搭載した日立ハイテクノロ

ジーズ製走査型電子顕微鏡 S-3400N を用いて，電子線を

照射したときに生ずる特性 X 線を測定した。分析条件は，

高真空雰囲気，加速電圧は 15kV，WD（ワーキングディス

タンス）は 10mm とした。 

 赤外線吸収スペクトルの測定は，日本分光製赤外分光

光度計 FT/IR-4600（TGS 検出器）を用いた ATR 法で行っ

た。 

材質別の MP 及び MP 類似物質は，総量として重量を測

定した。 

 

2.4 PCB 分析 

 材質別 MP 及び MP 類似物質の PCB 吸着量は，分離物の

全量を使用してヘキサン浸漬抽出 5）を行い，図 3 及び表

1 のとおり測定した。MP 類似物質は抽出工程でヘキサン

に溶解し，濃縮工程で析出するため，濃縮前に硫酸処理

を行った。なお，本測定法における PCB 各異性体（サロ

ゲートを含む。）の回収率は概ね 80％以上であったが，

多層シリカゲルカラムクロマトにおいて 1 塩素化体が 

0％，2 塩素化体が 0～50％，スルホキシドカラムクロマ

表 1 GC-MS の測定条件 

使用機器 島津製作所 GCMS-QP2020 
使用カラム HT8-PCB（60m，0.25mmID） 
注入法 パルスドスプリットレス 

（250kPa，1.5min） 
注入口温度 280℃ 
注入量 2μL 
キャリアガス He 
カラム流量 1.3mL/min 
昇温条件 100℃（2min）→ 20℃/min → 180℃ 

→ 2℃/min → 240℃ → 5℃/min → 
300℃（10min） 

インターフェイス温度 300℃ 
イオン源温度 230℃ 
測定法 SIM 
測定対象 PCB全異性体（209種） 
検量線作成用標準物質 Wellington Labs BP-MS（62種） 
サロゲート物質 Wellington Labs MBP-CG（10種） 
内標準物質 ピレン-d10，ペリレン-d12 

   

高浜台海岸 
鵠沼海岸 

図1 位置図 

東京湾 

作 川 

三
浦
半
島 久里浜海岸 

平 

40cm四方の採取区画を設定 

表面約3cmを削り取り，
4.75mmメッシュで篩い分け 

0.84mmメッシュ残留物から 
大きなMPを分離 

約4倍量の水道水で比重分離，浮
遊物からMPを分離 

※ 

※ 浮遊物がなくなるまで繰り返す。 

図2 採取・分離手順 

ヘキサン浸漬抽出 

図3 PCB吸着量の測定手順 

濃縮 

多層シリカゲル 
カラムクロマト 

スルホキシド 
カラムクロマト 

濃縮 

四重極型GC-MS 

硫酸処理※ 

ヘキサン15mL 
室温で72時間×2回 
 

※ MP類似物質のみ実施 

ダイオキシン類測定用 
ヘキサン130mL 

スルホキシド3g 
Fr.1：ヘキサン6mL（廃棄） 
Fr.2：ヘキサン24mL（採取） 

硫酸50mL，10mL， 
5%NaCl水溶液の順で洗浄 

1mLまで 

0.5mLまで 
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トにおいて 10 塩素化体が 10～20％と回収率が悪いもの

があった。 

 

3．結果 

3.1 MP 類似物質の形状 

 図 4 に MP 類似物質の外観を示した。表面に凹凸がある

白色固形物であり，図 4 に示したように異物を内包する

ように固化した形跡が見られるものがあった。このこと

から，もともと固形物として排出されたものではなく，

微粒子が海中で凝集し，固形化したものと考えられた。

比重分離工程で浮上するため，この固形物の見かけの比

重は 1 未満である。見かけのサイズは，2mm 未満が 75％

を占めた。この固形物は，赤外線吸収スペクトル ATR 測

定時のプリズム密着工程で容易に崩壊したことから，海

中でも微細化しやすいと考えられた。さらに，海中にお

ける凝集の発生を考慮すると，海中で微細化と固化を繰

り返している可能性も考えられた。 

 

3.2 エネルギー分散型 X 線分析による構成元素の

特定 

 MP 類似物質の特性 X 線スペクトルを図 5 に示した。特

性 X 線スペクトルから，この固形物の構成元素は炭素，

酸素，カルシウムで構成されることが分かった。いくつ

かの別の固形物で測定を繰り返したが，特性 X 線の強度

はほとんどが C >> O > Ca であったことから，この固形

物の主要元素は炭素であり，有機化合物の酸化物とカル

シウムの化合物であると考えられた。 

 

3.3 赤外線吸収スペクトルによる化合物の特定 

 MP 類似物質の赤外線吸収スペクトルは，図 6 に示すよ

うに大きく 4 種類に分けられた。 

 A，C 及び D は，1470～1574cm-1に共通する 3 本の吸収

が見られた。検討の結果，この吸収は，1470cm-1 が COO-

の対称伸縮振動，1538 と 1574cm-1が COO-の逆対称伸縮振

動と考えられた。このことから，特性 X 線スペクトルの

結果を踏まえると，A，C 及び D のこの吸収はカルボン酸

のカルシウム塩に由来すると推定された。 

 一方，Bには 1700cm-1に明瞭な C=O伸縮の吸収があり，

さらに 1187～1351cm-1に特徴的な一群の吸収帯が見られ

た。検討の結果，この一群の吸収帯は CH2 縦揺れとひね

りに起因する固体の直鎖飽和脂肪酸に特有の band 

progression14,15）と考えられた。band progression の吸

収の数は直鎖の炭素数で決まる 14）ことから，その数を調

べたところ，すべてのケースで 9 本であり，パルミチン

酸の標準試薬を測定したスペクトルの吸収と一致した。

他の吸収の位置も一致したことから，B をパルミチン酸

と同定した。 

 カルボン酸カルシウム塩と推定した A にも，ごく弱い

ながら同じ band progression が認められたことから，B

由来の塩と推定し，A をパルミチン酸カルシウムと同定

した。 

 C は，1700cm-1の C=O 伸縮振動，1187～1351cm-1の明瞭

な band progression，933cm-1の OH 面外変角振動の吸収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 MP類似物質の外観形状 
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があり，さらに 1470cm-1の COO-の対称伸縮振動，1537 及

び 1574cm-1の COO-の逆対称伸縮振動の吸収も併せ持って

いた。前者は B のパルミチン酸由来，後者は A のパルミ

チン酸カルシウム由来の吸収であることから，C はこれ

ら 2 つの化合物の混合物と同定した。 

 D は A に類似するが，パルミチン酸カルシウムにはな

い 1179cm-1及び 1735cm-1の 2 本の吸収が認められた。こ

の吸収の帰属は特定できなかったが，A には見られた

band progression の弱い吸収が確認できなかったことか

ら，側鎖を有するか，あるいは不飽和の高級脂肪酸のカ

ルシウム塩である可能性が高いと考えられた。 

 A，C 及び D の COO-の逆対称伸縮振動の吸収は前述のと

おり 2 本あるが，これは水和物の特徴とされる 14）。これ

ら 3 種のスペクトルに見られる 3400cm-1近傍のブロード

な吸収はこの結晶水に由来するものと考えられ，いずれ

も脂肪酸カルシウム塩の水和物の形態で固形化したもの

と推定された。 

 

3.4 漂着量 

 満潮線の MP及び MP類似物質の漂着量を表 2に示した。

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 MP の 96％を占めたことから，これ以

外をすべてその他にまとめた。 

 MP で最も多かったものは，PP であったが，MP 類似物

質の漂着量はその倍以上であった。MP 類似物質の大部分

はパルミチン酸カルシウムであり，これ以外の 3 種の構

成比はすべて 10％未満であった。 

 

3.5 PCB 吸着量 

 MP の主要材質 PE，PP，PS 及び構成種を合わせた MP 類

似物質の 4 種の PCB 吸着量を図 6 に示した。 

 2塩素化体から 7塩素化体までの同族体が検出された。

吸着量が最も多かったのは PS であり，PE と PP の 4.3～

4.4 倍の PCB が吸着していた。PS は発泡フォーム状のた

め，表面積が大きく，吸着量が他の MP より大きいと推定

された。一方，MP 類似物質の吸着量は，PS の約 1/10，

PE と PP の 39～41％程度であった。 

 

4．考察 

 NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）16）

によると，パルミチン酸ナトリウムは薬用石けんや化粧

品の添加物として利用されるため，水域には流出しやす

いと考えられる。MP 類似物質の大部分を占めたパルミチ

ン酸カルシウムは，このナトリウム塩が環境中で不溶性

のカルシウム塩に変化し，これが凝集したものと考えら

れた。 

 満潮線上の MP は，near-shore trapping11）の作用を受

けて海岸と海中を行き来しているため，海岸近傍の海上

に漂流する MP の分布は，満潮線上の分布を強く反映して

いると考えられる。プランクトン食性の魚類には，こう

した MP を摂食するリスクが考えられる。プランクトン食

性の魚類が沿岸海域で摂食する MP 等の異物に由来する

PCB の経口摂取のリスクは，異物の漂流量と異物の PCB

吸着量の積に比例すると考えられる。異物の漂流量が満

潮線の漂着量に比例すると考えれば，この数値は漂着量

と PCB 吸着量の積に置き換えられる。 

 プランクトン食性魚類のMP等異物に由来するPCBの経

口摂取リスクは，表 2及び図 6のデータから漂着量と PCB

吸着量の積を求め，この数値が最大であった PS を 1 とし

た時の相対値で表示すると，PE が 0.19，PP が 0.41，MP

類似物質が 0.34 となった。 

 ステアリン酸カルシウムは，パルミチン酸カルシウム

との混合物として医薬分野で使用されるほか，食品添加

物として使用され，ADI（許容一日摂取量）もなく 17），

パルミチン酸カルシウム自体に有害性はない。しかし，

有害物質の吸着という観点からは，マイクロプラスチッ

表 2 MP 及び MP 類似物質の漂着量 

種別 漂着量（mg/m2） 

ポリエチレン（PP） 340 
  

ポリプロピレン（PP） 720 
  

発泡ポリスチレン（PS） 410 
  

その他の MP 66 
  

MP 類似物質 1,500 
  

 
A : パルミチン酸カルシウム 

 
1,300 (84%) 

 
B : パルミチン酸 

 
130 (8%) 

 
C : A と B の混合物 

 
50 (3%) 

 
D : 他の高級脂肪酸カルシウム塩 

 
74 (5%) 

注）（ ）内の比率は，MP 類似物質の構成比を表す。MP 類似物質の漂着

量は端数処理のため合計値は一致しない。 
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ク同様のリスクがあると考えられた。 

 本報の MP 類似物質の主成分はパルミチン酸カルシウ

ムであったが，パルミチン酸と同様の用途で使用され，

性状もほとんど同じステアリン酸でも同様の現象が発生

すると考えられる。 

 

5．まとめ 

 2017年 5月に久里浜海岸で漂着を確認した比重が 1以

下で水に浮き，サイズが 5mm 以下の MP 類似物質は，パル

ミチン酸カルシウムを主成分とする混合物であり，MP と

同様に PCB を吸着する性質があった。その吸着量は，PE

や PP の半分弱であったが，漂着量が多かったため，プラ

ンクトン摂食性の魚類が沿岸海域で摂食する MP 等の異

物に由来する PCB の経口摂取のリスクは，PS の 1/3，PE

の約 2 倍，PP と同程度であると推定された。 

 脂肪酸由来の物質が環境中で凝集するという現象は，

これまであまり重視されていなかったように思われる。

この現象が，本来無害である脂肪酸由来物質に MP に類似

した環境汚染特性を付与することが分かった。本報のケ

ースはおそらく想定される最大レベルの試算であり，定

常値はこれよりかなり低くなるはずである。しかし，MP

問題の本質である海洋生態系リスクを考えるとき，こう

したプラスチック以外の物質の挙動にも注視する必要が

あると考えられる。 

 本研究は，平成 29,30 年度神奈川県シーズ探求型研究

推進事業費により実施した。 
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1 適応法においては，都道府県及び市町村が地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集・分析・提供等

を行う拠点として，地域気候変動適応センターを確保するよう努めるとされている。 
 

＜環境省ニュース＞ 

 

地域に係る環境研究・技術開発をめぐる主な動向について 

環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室 

 

1. 環境基本計画の改定と「地域循環共生圏」の

実現 

 2018年6月，第五次環境基本計画が閣議決定され，その

キーコンセプトとして「地域循環共生圏」が打ち出され

た。地域循環共生圏とは，地域ごとに異なる資源が循環

する自立・分散型の社会を形成しつつ，地域の特性に応

じて補完し，支え合うというコンセプトである。すなわ

ち，第五次環境基本計画の目指す社会像は，いわば，「自

立・分散×ネットワーク」であり，個々の地域が地域循

環共生圏となって，その「細胞」が全国を被い，日本全

体を持続可能かつ活力ある社会にしていくという考え方

に立っている。 

 こうした地域循環共生圏の実現には，近年発展の著し

いAI・IoT（Internet of Things）を含む先端ICT等も最

大限活用しつつ，経済社会システム・ライフスタイル・

技術といったあらゆる観点からのイノベーションを創出

していくことが必要とされている。言い換えれば，科学

技術基本計画の目指す「Society 5.0」（狩猟社会，農耕

社会，工業社会，情報社会に続く「超スマート社会」）と

地域循環共生圏を同時に実現していくことが求められる。 

 地域循環共生圏は，全国画一的なやり方ではなく，地

域がオーナーシップを持ち，地域固有の資源（再エネは

もちろん，農林水産資源，観光資源，等々）を賢く使っ

て，地域を活性化しつつ，その地域にふさわしい持続可

能な社会を構想し実現していくものである。環境省でも

2019 年度予算において各種の支援事業を用意している

ので，是非活用をご検討いただきたい。 

 

2. 気候変動適応法の公布・施行 

 近年，気候変動の影響はグローバルに顕在化・激化し

ており，我が国においても，例えばここ数年，台風・熱

波・豪雨の激化などが顕著である。こうした状況も踏ま

え，2018年6月，気候変動適応法が公布され，12月1日よ

り施行された。気候変動の影響は地域ごとに異なり，例

えば地域の特産品が受けるダメージも大きく異なること

から，地域により対策のプライオリティも異なり，各地

域に相応しい適応策の検討・実施が必須である。同法の

もと，政府はもとより各地域においても適応計画の策定 

 

 

 
が進められるほか，各地域における適応策を科学的にバ

ックアップする「地域気候変動適応センター」１が立ち

上げられることとなる。 
地域気候変動適応センターを担う具体的な機関として

は，地方環境研究所及び地方大学等が想定されるが，特

に，地方行政の一部として地域の環境状況について基盤

的知見を有する地方環境研究所に中心的な役割を果たし

ていただくことを期待している。 

 以下，環境省として，これをサポートする支援メニュ

ーを 3点紹介する。是非，積極的に活用をご検討いただ

きたい。 

① 研修の拡充：環境調査研修所（埼玉県所沢市所在）

における研修コースのうち，これまで適応関連は「地球

温暖化対策研修」の１コマのみであったが，2019 年は

「気候変動対策研修」と改称した上で，適応に１日分を

充てる方向。なお，カリキュラムは，行政官だけでなく，

地方環境研究所の研究者にも役立つようなものとすべ

く調整中である。 

② 国立環境研究所による支援：気候変動適応法のも

と，国立環境研究所は，適応に関する情報基盤の中核と

なり，地方自治体や地域適応センターに対する適応関連

の技術的助言等の支援を行うこととされている。12 月

より，気候変動適応センターを新たに立ち上げ，こうし

た支援の体制も整えた。 

③ 競争的研究資金：環境政策貢献型の競争的資金で

ある「環境研究総合推進費」においては，特に地域での

適応関連の研究課題を重点的に公募している。2019 年

度分の新規課題公募は 11 月で締め切ったが，次年度も

こうした重点化は継続したいと考えている。 

 
3. 環境研究・環境技術開発の推進戦略の見直し 

 環境分野の研究開発の推進に関しては，中央環境審議

会より「環境研究・環境技術開発の推進戦略」として2002

年から４次にわたり答申がなされてきたところである

が（2002年・2006年・2010年・2015年），第五次環境基

本計画の中でこうした推進戦略が正式に位置付けられ

たことを受け，現在，戦略の見直し作業を進めている。 

新たな推進戦略の中では，「1.」で述べた地域循環共生 
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圏とSociety5.0の一体的実現や，「2.」で述べた適応策

の強化（特に，地域における適応策の強化）等について

も盛り込んでいくこととなる見込みである。 
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＜支部だより＞ 

 

北海道・東北支部 
 

 平成29年度北海道・東北支部の活動状況について報告

します。（支部事務局：秋田県健康環境センター） 

 

1．平成29年度全国環境研協議会北海道・東北支部

総会（担当機関：宮城県保健環境センター） 

(1) 期日：平成29年6月29日（木）～30日（金） 

(2) 場所：ホテル白萩（仙台市） 

(3) 議事 

①平成28年度事業報告及び決算報告について 

②平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）に

ついて 

③報告事項：平成29年度全国環境研協議会第1回理事 

会の概要 

  ④提案・情報交換事項について 

(4) 支部長表彰（7名） 

 

2．第43回全国環境研協議会北海道・東北支部研究

連絡会議（担当機関：山形県環境科学研究センタ

ー） 

(1) 期日：平成29年10月5日（木）～6日（金） 

(2) 場所：山形テルサ（山形市） 

(3) 参加者：49名 

(4) 内容 

 共通課題検討会及び一般研究発表会 

 

3．研究連絡会議研修会（担当機関：山形県環境科

学研究センター） 

(1) 期日：平成29年10月5日（木） 

(2) 場所：山形テルサ（山形市） 

(3) 参加者：49名 

(4) 講演：「監視と観測―環境モニタリングへの期待

と課題―」 

   国立研究開発法人国立環境研究所  

環境計測センター フェロー 柴田 康行 

 

4．平成29年度全国環境研協議会北海道・東北支部

酸性雨広域大気汚染調査研究専門部会（担当機関

：宮城県保健環境センター） 

(1) 期日：平成30年2月22日（木） 

(2) 場所：一般財団法人日本環境衛生センター  

アジア大気汚染研究センター（新潟市） 

(3) 参加者：20名 

 

(4) 議事 

 ①全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部

会の活動について 

  ②平成30年度部会活動について 

  ③酸性雨に関する提案・情報交換について 

  ④平成30年度の研修活動費について 

 

5．酸性雨広域大気汚染調査研究専門部会研修会 

（担当機関：宮城県保健環境センター） 

(1) 期日：平成30年2月22日（木） 

(2) 場所：一般財団法人日本環境衛生センター  

アジア大気汚染研究センター（新潟市） 

(3) 参加者：20名 

(4) 講演：「ACAPの活動と東アジア、特に中国の大気

環境について」 

一般財団法人日本環境衛生センター アジア大気 

汚染研究センター 大気圏研究部長 箕浦 宏明 

 

6．IoTの環境測定への適用セミナー（担当機関：   

新潟県保健環境科学研究所） 

(1) 期日：平成30年2月23日（金） 

(2) 場所：コーポシティ花園 ガレッソホール 

（新潟市） 

(3) 参加者：37名 

(4) 講演：「IoT技術の動向と環境計測への適用」 

慶応義塾大学理工学部 教授 松本 佳宣 

他2題 

 

7．平成29年度環境測定分析統一精度管理ブロック

会議（担当機関：青森県環境保健センター） 

(1) 期日：平成30年3月6日（火） 

(2) 場所：ねぶたの家ワ・ラッセ（青森市） 

(3) 参加者：27名 

(4) 議事 

①環境測定分析統一精度管理調査について（環境省） 

②平成29年度環境測定分析統一精度管理調査結果に  

ついて（一般財団法人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（環境測定分析検討会統一精度管理調査部会検

討員） 

  ④ディスカッション 
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編 集 後 記

早いもので，平成30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。この前,

定期受診でかかりつけの診療所に行ったら，インフルエ

ンザワクチンの接種を受ける人たちで溢れかえっていま

した。冬と一緒にインフルエンザの季節がやってくるの

だなあと思う風景でした。 

 

話が変わりますが，今年は，2月に記録的な大雪“平成

30年豪雪（福井豪雪）”，そして6月から7月のかけての

豪雨災害“西日本豪雨”，また，この夏は，埼玉県熊谷

市で41.1度（国内最高）を記録するなど，気象庁は、連

日の猛暑を受けて，「40度前後の暑さはこれまで経験し

たことのない，命に危険があるような暑さ」，「1つの災

害と認識している」と表現しました。まさに「異常気象」

という言葉を強く意識するような年であったかと思いま

す。奇しくもこのような年に，気候変動への適応を推進

し，現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に

寄与することを目的に「気候変動適応法」が平成30年6

月13日に公布されました（平成30年12月1日施行）。 

同法では，都道府県及び市町村に対して，気候変動影

響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供等を行

う拠点としての機能を担う地域気候変動適応センターの

体制の確保に努めるよう規定し，地方環境研究所や地域

の大学がその任を担うことが想定されています。 

そこで今回は，私たち地方環境研究所が果たすべき役

割“気候変動適応法に基づく地域気候変動適応センター

と地方環境研究所に期待される役割”をテーマとした特

集を企画させていただきました。これからの取組の一助

となれば幸いです（お忙しいなか，快く御執筆いただき

ました方々には，心からお礼申し上げます）。 

最後になりましたが，巻頭言を執筆いただきました長

野県環境保全研究所の波羅雅文所長様，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秋田県健康環境センター様

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。全国各支部会員の皆様におかれましては，

巻頭言，特集，報文，支部だより，近況等の原稿執筆な

ど，引き続きご協力方よろしくお願い申し上げます。 

 

＊ ＊ ＊ 

 

上の写真は三重県志摩市の横山展望台から望む英虞湾

の風景です（本年11月撮影）。平成28年5月に開催された

伊勢志摩サミット（先進国首脳会議）の会場となったこ

とでも有名なところです。来年11月は三重県で，環境保

全・公害防止研究発表会を開催しますので、ぜひともお

立ち寄りください。 

（三重県保健環境研究所） 

  

 

 

平成30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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