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九州西岸における高分解能大気モニタリングを基にした
大陸起源汚染物質の動態変化の解析
Evolution of Atmospheric Pollutants from the Asia Continent:
Monitoring with High Time Resolution at a Coastal Site of Kyushu
In order to investigate the trans-boundary transport of air pollutants in East Asia with
high time resolution monitoring at Kyushu areas, a site equipped with a couple of high
quality instruments was developed at the western coast of Amkusa, a small peninsula in the
east of Ariake sound. The site was located in Takahama, a village with several hundreds
of habitants next to the sound to its west. Its geographic position is suitable to monitoring
because air masses from westward usually have less local influences, i.e. long-range
transported from upwind areas such as Asian continent, Korea peninsula, and even Nagasaki
and northern Kyushu areas.
The following gaseous species and particulate matters were measured: O3 (TE-49C, 15min),
NO&NO2 (TE-42CTL, 15 min), SO2 (TE-43CTL, 15 min), CO (TE-48C, 15 min), PM 2.5&PM10
(TEOM-1450DF, 15min), sulfate in PM 2.5 (APSM-8400S, 60 min), nitrate in PM 2.5 (APSM8400N, 60 min), organic carbon/elemental carbon (Sunset Carbon Analyzer Model-3), black
carbon (Aethalometer-8100, 15min), number concentrations in 10 diameter ranges from 0.1 to
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10 μm (Rion KC-01D, Rion KC-18; 15 min). Test measurements were started in April 2008
and data in good quality were obtained from November 2008 to June 2009.
A large number of new results about air pollutants in the observational areas were obtained.
For example, the concentration of SO2 , sulfate in PM 2.5 and NO/NO2 showed very good
relationship when the concentration of O3 became remarkably high. Sulfate in PM 2.5 always
showed similar trend to PM 2.5 and PM10 but nitrate did not show that. These results and
phenomena are being processed in the undergoing analysis to clarify their truth and false, to
confirm their quality and significance, and to serve to elucidate the transport processing.
With the contribution and experience of this study, a new site aiming to be developed as a
baseline site for long-term and yearly-around air pollutant study in Kyushu areas is being
constructed at a place close to the current site at Amakusa, and the observation at the new
site will be started in January 2010.
はじめに
大陸起源の汚染大気（特に黄砂や酸性物質）の日本への輸送は、大気環境問題として多くの研究
者により調査されてきた。最近では、九州地方や日本海沿岸で高濃度の光化学スモッグが観測され、
中国からその原因物質が運ばれてきたものと示唆された。また、近年は大気環境のみにとどまらず、
ヒトへの健康影響にも強い関心が集まっている。しかしながら、これら汚染物質が輸送中に周辺
の物質や気象条件により、大気中でどのように変化し、日本に飛来するときにはどのように動態変化
（化学的な性質の変化、気相からエアロゾルへの変換、粒径の変化）を起こしているかという詳細
な研究は皆無である。
そこで、本 研究は日本の大都市の影 響をほとんど受けない熊本県天草市高浜において、汚染
物質の高時間分解能モニタリングを行い、エアロゾルとガス状物質の動態挙動を明らかにし、メソ
スケール規模の気象場と汚染物質動態変化との相互作用に関する解析を行うことを目的としており、
将来的には東アジアにおける大気汚染物質の観測ネットワーク構築に向けての準備と言う側面も持
ち合わせている。
観

測

2008年3月より熊本県天草市高浜にある高浜公民館（N32°22′
, E129°59′
, 図１参照）
の一室を借
り、大気観測サイト（通称：天草ラボ）を立ち上げ、装置の搬入、設置を行った。観測サイトの選定
を行う上で重要視したのは、東アジア起源の汚染大気が輸送されてきた時、ローカルな影響を受け
ずにその様子を観測できるという点である。図2にNOAA、HYSPLITを用いた天草ラボにおける72
時間の後方流跡線解析結果を示す。この結果からも分かるように、天草ラボ周辺の空気塊は、夏
期を除く1月〜 5月、9月後半〜 12月と1年のうちそのほとんどが東アジアからの影響を受けていると
言える。天草ラボ周辺は民家や交通量も少なく、近辺に目立った工業施設、商業施設もないため、
ローカルな影響はほとんど考えにくい。また、正確な観測を継続的に行う上で、頻繁なメンテナンス
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図1 大気観測サイト天草ラボの所在地

図2

天草高浜における後方流跡線解析の月変動
（NOAA HYSPLIT,1000m asl,72hr）

業務、観測所へのアクセスの容易さは必要不可欠であり、今回の天草ラボを選定するに至った。
装置を設置した後、2008年4月〜 5月にかけ、テスト観測が行われたが、観測機器の故障と言っ
たトラブルも多く、梅雨と観光シーズンに入ったため、2008年9月から再度観測サイトの立ち上げを
行った。その後、ほぼ全ての観測項目が揃い、順調に観測が開始されたのは2008年11月以降で
ある。天草ラボでは表1及び図３に示す装置を設置、エアロゾル及びガス濃度の連続観測を行った。
また、1，2週間に一度の割合で天草ラボに出向き、観測装置のメンテナンス及びデータ保守を行い、
2009年6月前半まで連続観測につとめた。
同様の観測は国立環境研究所により長崎県福江島や沖縄県辺戸岬で、金沢大学により石川県能
登半島で行われているが、将来的にはこれらの観測施設とも連携し、東アジアにおける大気汚染物
質の観測ネットワーク構築を行っていくことも考えている。
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表1

天草ラボにおける観測項目

観測装置

O3[ppbv]

Sulfate,Nitrate[ug/m3], ,SO2,NOx[ppbv]

図3

SO2
NOx

O3

図4

2009年4月天草ラボで観測されたガス濃度
（オゾン、二酸化硫黄、窒素酸化物）、硝酸塩、硫酸塩濃度
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Sulfate [ug/m3]

Nitrate [ug/m3]

図5

春期と冬期における硝酸塩と硫酸塩濃度分布比較

これまでに観測されたデータ例、解析例を図4，5に示す。データから分かってきたことは、①前
線の通過後、高気圧接近及び高気圧時にPM 2.5中のSulfateとNitrate濃度が高かった。②O3濃度
が高い時に、SO2とSulfateとNO xの濃度も高く、よい相関が見られた。③PM 2.5中のSulfateとSO2
ガスの変動は一致した時も異なった時もあった。④PM 2.5中のSulfateはPM10とPM 2.5の変動とよく
一致した。Nitrateはそのような傾向はなかった。⑤O3濃度が低い時に、PM 2.5中のNitrateとNO x
ガス濃度の変動は大体一致した。等々である。
今後、その他の観測データ、気象データをもとに解析を進め、エアロゾルとガス状物質の挙動を
明らかにしていく予定である。
まとめと今後の展望
2008年春より天草市高浜に観測サイトを立ち上げ、大陸起源汚染物質の高時間分解能モニタリン
グを長期的に行うための準備を行ってきた。2008年11月より観測を開始し、2008年6月上旬まで継
続観測につとめた。
これまでの観測でいくつかの問題点が明らかになり、試行錯誤の末、現在に至っているが、現時
点での問題点の一つは、これまでの観測結果から硫酸塩、硝酸塩等に日変化が見られ、これらの
増減がローカルな影響によるものなのかそれとも大陸起源の越境汚染によるものなのかどうかを議
論するには、さらに詳細な観測が必要であるという点である。しかし、現在の天草ラボ周辺には民
家や海水浴場があり、夏場には観光客でにぎわいを見せる。それ故、九州地方における通年観測
のベースとなる観測サイトを構築するには現在の場所では限界がある。
そこで、本研究の実施結果を踏まえて、地域及び九州地方の環境研究・教育のために、新たな
観測サイトを構想し、所属の熊本県立大学の支援金を受け、新たな観測サイトを準備している。新
しい観測サイトは現在の地点から数キロ南にある大江町民広場で、近くに民家はなく、年一度程度
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の町民イベントが行われるのみである。2008年12月には、この場所で係留気球観測を行った実績も
ある（図6参照）
。天草市からすでに場所使用の許可が降り、近々に大江町民広場へプレハブを持ち
込み新たな観測サイトを立ち上げて、通年観測を2010年1月から実施する予定である。
また、これまでも地元の天草西高校へ出張講義や係留気球観測見学などの交流を行ってきたが、
今後、天草地区の高校において地学の授業への活用等も視野に入れた話し合いを行い、研究のみ
に留まらず教育活動へ積極的に参加していく予定である。

図6 天草市大江町民広場にて2008年12月に行われた係留気球観測
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