平成 27 年度 福岡市 PM2.5・黄砂影響検討委員会 議事録
◆ 日 時： 平成 28 年 1 月 22 日 13：15～15：00
◆ 場 所： 福岡市役所 15 階 1503 会議室
◆ 出席者：
委員長： 鵜野 伊津志
委

員： 市瀬 孝道、龍山 康朗、馬 昌珍、榎田 也寸志、後藤 進、星子 明夫

事務局： 福岡市環境局環境監理部長、環境保全課長、環境科学課長
◆ 議 事
(1) ＰＭ2.5・黄砂に関する健康影響調査の中間報告について
(2) 福岡市黄砂・ＰＭ2.5 モニター調査結果（平成 25～27 年）
(3) 福岡市黄砂情報及びＰＭ2.5 予測情報の運用状況について
(4) 福岡市におけるＰＭ2.5 高濃度日の事例解析について
(5) 福岡市における PM2.5 の成分組成および発生源解析
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福岡市ＰＭ2.5・黄砂影響検討委員会
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福岡市におけるＰＭ2.5 高濃度日の事例解析について（速報版）

補足（平成 25～27 年）

１. 開 会
(１) 事務局より開会の挨拶・委員の紹介等
２. 議 事
(１) ＰＭ2.5・黄砂に関する健康影響調査の中間報告について
委員長

議事の 1 番は、PM2.5・黄砂に関する健康影響調査の中間報告ということで、事務局より説明をよろ
しくお願いします。

事務局

（資料 1 の「PM2.5・黄砂に関する健康影響調査の中間報告について」について説明）

委員長

どうもありがとうございます。本日は 1 名委員がご欠席ですが、委員にはただ今の結果を事前にお
見せして、ご意見をいただいております。委員のご意見を事務局の方から代読していただきたいと思
います。よろしくお願いします。

事務局

委員からのご意見を代読させていただきます。本日は急遽、所要で欠席させていただくことになり、
誠に申し訳ありません。本日の議事に関しての意見を述べさせていただきます。
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議事 1、PM2.5・黄砂に関する健康影響調査の中間報告について。花粉の影響についてです。花
粉については、調査期間の 5 月とスギ・ヒノキの飛散時期が重なっていませんので、大きな影響は無
いと考えます。飛散する花粉としては、コナラやイネ科のカモガヤなどがありますが、福岡市は都市部
でもあることから、地域的な要素を考えると大きな影響は無いと考えます。
解析についてです。解析については、調査を開始する時点で既に影響を受けていることも考えら
れますので、5 月の調査期間の前後におけるイベントの有無も考慮していただきたいと思います。また、
今回はＰＭ2.5 と症状の関係のみとなっていますが、黄砂・PM2.5・光化学オキシダントなど関連の深
い物質もありますので、可能であれば、有症率が上昇した原因を探るということを総合的な視点で行
なってほしいと思います。以上でございます。
委員長

どうもありがとうございました。それでは、ただいまの発表と委員のご意見も含めて、なにかご質問ご
意見のある方はよろしくお願いします。非常に膨大な調査なので、1 回聴いただけではなかなか難し
いと思いますが、なにかご意見等ございましたらよろしくお願いします。

委

員

事務局

すいません。聴き逃したかもしれないんですが、男女での区別というのはあるんですか。
男女比率についてでございますが、男性・女性それぞれ分けて調査していますが、男女比に関し
て症状がどうなのかということまでの解析はできておらず、あくまで全数調査となっています。今後男
女も含めて、症状がどうなのかということはしっかりやっていきたいと思っています。

委

員

委員長
委

員

はい、ありがとうございます。
ほかにどなたか、ございませんか。
よろしいでしょうか。有症率と環境との影響を、もう少し、パターンごとに考察する必要があるんじゃな
いかと思うんですね。要するに、膨大なデータの中で有効となるデータであるかどうかというのを、セレ
クションすることが必要であると。その後、有効となったというデータ、その中でも、いわゆるイベント時
ですね。黄砂が来たり、あるいは PM2.5 が環境基準を超えたりした、そのケースと前後の、要するにア
ンケート全期間ではなく、その前後のアンケート調査だけをしぼって、相関あるいは関連性というもの
を考察するというのもいいかと思います。あと、その小学校の室内環境、あるいはグラウンドなり、そう
いった外部の状況だけでなく、室内での、家庭での環境、たとえば家のフロアにカーペットが張って
あるかどうか、あるいは換気設備をこまめに使っていらっしゃるかどうか、あるいは厨房の換気設備と
かが、室内における人体の有害性に大きく関わっているという報告が出されているんですよね。そうい
った考察のベースとなっている情報量を少し増やして解析をしていければもっと、ある程度のパター
ンが得られるのではないかと思われるわけです。

事務局

ありがとうございます。まず最初にご指摘のあった PM2.5 が高いところでの影響とそれ以外のところ
をどう見てるかという話です。今回はあくまでも PM2.5 が 10 ㎍/m3 上がった時に有症率がどう変化し
ているかを見ていますから、環境基準値を超えたときとそれ以外の時でどうなのか、そういった評価は
必要だと思います。また、各種のイベントの影響については、どの時点でどのような影響を見るかとい
うことを調べていくことになると思います。それから、こちらのアンケート調査の説明ができておらず申
し訳ないんですけれども、何枚か開けていただいて、このカラー刷りのところ、実際子供たちに書いて
いただいた調査内容があり、この下の方 3 分の 1 か 4 分の 1 のところに、学校外での活動時間という
質問もさせていただいております。特に、体育で外に出たりとか、昼休みに外で遊んだりとか、雨が降
ると当然遊べませんし、そういったところも含めて、ここの活動時間を書いて出していきますので、まさ
に委員からご指摘があった件は、今後のクロスチェックの中で、やっていきたいと考えております。ま
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た、先ほどの窓の開け閉めというのは訊いてないんですけれども、この空気清浄機を使ってるとか、
例えば衣類乾燥機でもやはり自分についた服など乾燥機にかけると取れますので、そういったとこも
含めて、クロスチェックをしっかり今後はやっていきたいと考えております。それから、自宅についても
例えば先ほどの年数だけじゃなくて、畳やフローリング、カーペットの有無のようなところもあります。ま
た、ペット、犬の毛とかの問題もありますので、そういった影響もないのかも含めてしっかり見ていきた
いと考えたところです。
委員長

どうもありがとうございました。ほかに。

委

2014 年ですかね、5 月の末に黄砂がずっと 1 週間くらい来てて、あまり影響がなかったっていうこと

員

ですか。それになにか症状に関係した図が出てませんでしたっけ。
事務局

あの、今回、完全に解析はできていません。あくまでも今回は 10 ㎍/m3 上がった時の状況を見てま
す。ただこのグラフでは PM2.5 濃度がはっきり上がってますが、それに対して症状は…。

委

員

事務局

そうですね。症状があんまり上がってなかったんですね。
こちらのグラフですね。途中で確かに黄砂で上がってるんですが、それに伴ってここで有症率が極
端にぐっと上がっているということがありません。先ほどお話にもありましたように、普通 2～3 日後に出
てくると考えたときには、ここの部分（5 月末～６月上旬）に関しては、もっと極端に出ていいはずなん
ですけど、そこまで出ていません。それから 5 月中旬に、1 回、2 回、それぞれ黄砂は来ていないので
すが、PM が高い時があります。それに伴って有症率が上がっているかというと、そこまでの顕著な影
響は出ておりません。もう少しこの後（６月上旬）がとれてればもっとよかったなとは思うんですけれど
も。

委

員

事務局

そこの、アレルギーありの人とない人の比較は？
はい。そこがこれからの一番のポイントになるかと思います。たとえば元々、症状を持っている人と
持ってない人とではどう違うのか、それから例えば薬を服用している、していない人とでどう違うのか。
そういった点を今後、京都大学の上田先生と、何がファクターになりうるのか、本日いただいたご意見
も踏まえながら、しっかり解析等を行っていきたいと考えてます。

委

員

そこがね、たぶん一番のポイントだと思うんですよ、ここは。去年はほとんど来てないし、それで、一
番大気中に滞留していたのが黄砂の PM2.5 だと思って、ぼくもそこの黄砂のサイズの小さいやつ、
PM2.5 っていうか…まあ黄砂の PM2.5 っていうやつですが、それで実験やったら、中国の化石燃料
燃焼由来の PM2.5 よりずっと悪いんですよ。どうもですね。論文がもうじき出ると思うんですけど。その
論文ではそこの黄砂すごく悪かったことを書きました。ぜひそこを分析して、データを出していただき
たいなと。たぶん京都大学の金谷先生の報告はもう黄砂が来た当日からずっと１週間、喘息をもった
お子さんっていうのは、大体オッズ比が 1.33 くらいに上がっているんですよね。だから、もし喘息をも
った子供さんがいたら、その入院リスクも、見ていただきたいなと思います。

事務局

ありがとうございます。特に先程の予定外受診なども含めて項目がございますので、しっかりやって
いきたいと思います。また、同時に私ども保健環境研究所では、この期間中のサンプリングも行って
います。その成分分析などの結果を早く出したいと考えておりますので、その期間中の炭素の状況と
かイオンの状況、それからあと金属などの状況も含めて、まとまれば合わせて同時解析という形を考
えていきたいと思っております。

委員長

どうもありがとうございました。他にどなたかございますか。2014 年の 5 月の下旬というのが非常に特
徴的で、非常に面白いですね。黄砂は気象庁は 5 月の下旬だけって言ってるんですが、ちゃんと見
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ていると、2～3 回、小さい黄砂来てるんですね。ですから、5 月の 8 日頃とか 17 日頃、ぴょこ、ぴょこ
っと上がっているのは、中に黄砂が入っていて PM2.5 も高いです。その辺のところも 5 月の下旬とどう
違うかとか、その辺ちょっと考えれば、有意義な面白い解析につながるんじゃないかと思います。2015
年の濃度もものすごく低いんですけど、薄い黄砂は何回かちょっと見られています。
委

員

5 月の末の PM2.5 というか黄砂、これは産業医科大学でもらったサンプルなんですけど、黒いスス
がほとんどなかったんですね。ほどんど黄砂の、砂の PM2.5 でした。すごくβグルカンが多くて。カビ
の成分です。それでうちもちょっと実験やったんですけど、けっこう動物実験では強い影響が出まし
た。

事務局

よろしいですか。

委員長

はい。どうぞ、お願いします。

事務局

先ほど委員から、今回この調査の前後でイベントがなかったかということで、事前にご指摘がござい
ましたので、調べたところ、2014、2015 ともに、この前の段階での PM2.5 は、35 を超えたところはござ
いませんでした。以上でございます。

委員長

どうもありがとうございました。他にどなたか。非常に膨大な調査です。ご意見等ございましたら。は
い、お願いします。

委

員

事務局

福岡市さんでやってるこちらのモニター調査、あれは続けられているんですか？
モニターにつきましては次にご説明の予定でございましたが、日にち、調査日につきましては、参
考資料の 2 番にアンケート調査を行った日にちを書いております。26 年度は 5 月の 23 日と 26 日。こ
の 2 回行っております。その後の一連の黄砂、ちょうどこのピークが出ているところでございますけれ
ども、この調査以降も続いておりましたので、落ち着いた後としましては 6 月 3 日の調査となっておりま
す。飛来後のアンケートですね。27 年につきましては、PM2.5 が高いという日にちがございませんでし
たので、5 月 12 日の平常時アンケートのみになっております。

委員長

ちょっと残念ですけど。よろしいでしょうか。6 月 3 日の黄砂飛来後アンケートは、一連の黄砂が 6
月 2 日にきれいになるんですね。だから、6 月 3 日は非常にきれいな条件なんですけど、暴露された
後のデータということなので、それはそれでよく見る価値があるんじゃないかと思います。特にご意見
ないようでしたら、だいぶ予定の時間を超過してますので、次の議題に移らせていただきます。

(２)

福岡市黄砂・PM2.5 モニター調査結果（平成 25～27 年）

委員長

それでは、議事の 2 番ですね。福岡市黄砂・PM2.5 のモニター調査結果（平成 25 年～27 年）とい
う議事について、事務局より説明をお願いします。

事務局

（資料 2 の「福岡市黄砂・PM2.5 モニター調査結果（平成 25～27 年）」について説明）

委員長

どうもありがとうございました。福岡市が 3 年以上行っているモニターの調査結果をまとめていただ
いたんですが、インターネットとメールだけでよくここまでいろんなものが出てくるなと非常に感心して
います。これにつきましても、事前に委員からコメントをいただいておりますので、事務局から代読をよ
ろしくお願い致します。

事務局

はい。経年比較の健康への影響について。アレルギーのある方の症状悪化が年々減少しているこ
とについては、アレルギーのある方は様々な対策をとられており、予測情報を活用して、予防行動が
行き渡ってきた効果によるものが考えられます。また、黄砂等が長く続くと、より濃い濃度が到来しても、
症状が思ったほど出ないケースもあり、慣れの効果もあると考えます。アレルギー治療と症状悪化の
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関係についてですが、アレルギー疾患の治療をしているかたが治療していない人より症状悪化の割
合が大きいことについては、アレルギー疾患の治療をしているかたは重症度が高いかたが多いので、
治療中であっても敏感に反応するかたが多いと思われ、納得できる結果であると思います、ということ
です。ＰＭ2.5 の濃度と症状悪化の関係については、アレルギーのある方は感受性が上昇しているた
め、アレルギーのない方に比べて、「重い」以上の増加幅が大きく、おおむね濃度が高くなると症状が
悪化している傾向が見られていると思います。ただし、アレルギーのある方は予防行動等何らかの対
策や治療を積極的にとってあることから、濃度と症状「重い」以上の増加幅に明確な相関が見られず、
アレルギーのない方のほうが相関は高いのではないかと思います、というご意見をいただいておりま
す。
委員長

どうもありがとうございました。非常に明確にコメントをいただいておりますが、今の報告に対してご
意見等ございましたら、よろしくお願いします。ございませんか。一番最後に委員がおっしゃったよう
に、最後に見せてもらった相関を見ると、アレルギーのない人は非常にきれいな線になっているんで
すね。普通はアレルギーのある人のほうが相関があるかなと思ったんですけど、全然違う答えになっ
ています。確かにアレルギーのある人は黄砂が来るとか、そういう前もって情報を手に入れて、薬を飲
んだりしていることが多いって聞いてますが、それできっと症状を抑えられてる人と抑えられなかった
人がいて、失敗した人はうまくいかなくて、抑えた人は症状が出ないので、広がり、分散が大きくなっ
て相関がうまく出ないのかなという気がしますね。ここら辺について、なにかありましたら。

委

員

昔、委員と僕と産業医科大学の先生方とやったデータがこのようなデータでした。特に女性の方が
アレルギーを持った人が多いので、女子大生を対象にして調査をやったのですけど、アレルギーを
持っていない人の方がきれいに相関してて、持ってる人は今回と同じような感じでした。もう症状がマ
キシマムに達して、相関が出ないのかなと思ってたんですけれども、その時のデータを思い出したの
でお話ししました。だから、アレルギーを持ってない人のほうが無防備で、なんとなくかゆくなったり、
そんな症状が出易いのかなあと思いました。今回のこのデータだけじゃなくて、同じようなデータが他
にもあるということです。

委員長

どうもありがとうございます。ということは、アレルギーのない人にもこういう情報を事前に出した方が
役に立つ可能性が高いですね。他にどなたかございますか。

委

員

アンケートの回答率が年々減ってる感じですが、背景としては、確かに 2～3 年前に比べたら、イベ
ント的なことが少なく、メディアのほうから取りあげる回数そのものが減ってることも、たぶんあるかと思
うんですね。例えば、自分たちの子どもが、そういった日頃のアレルギー症状があって、モニターとし
て、ちゃんと答えてみんなに知らせようという意識を持っているかたと、そうじゃなく、何気なく黄砂であ
ろうと PM2.5 であろうと大丈夫という感じだと、どうもこのアンケートの回答、誠意といいましょうか、そう
いうものに欠けているような感じも見受けられるんです。自分自身だってそうなんですよね。こう毎日の
ようにメールにチェックを入れていくことよりも、期限が迫ってしないと、せっかくもらったら…という感じ
でたぶん回答される方が多いと思うんですよね。医学的な知識はあまりないんで自信ないんですけ
れども、アレルギーっていうのは外部からの刺激に対して即、体の方が反応を出すっていうことで見
受けられることであれば、もっとその、呼吸器関係あるいは循環器関係の病気だと、少量の量ででも
長時間吸い込むことによって蓄積され、発症したり、病気に関わるということもあるので、イベント的な
ことがなくても、メディアのかた、それから行政のかたも、そういった予防策の上書きとか、そういうのを
日頃から力抜くことなくされていくのが、ひとつの、アレルギー以外の病気に関する、あるいは健康へ
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の有害性に関する対策として効果があるんじゃないかと思われます。あと、せっかくこのような明確な
結果が表れたので、どうにかして市民の方々にそういった情報を流して、さらなる予防策として日々意
識をちゃんとしっかりして行動をとるようにしていただきたいと考えております。はい、以上です。
委員長

どうもありがとうございました。非常に重要なご意見だと思います。

事務局

ありがとうございます。モニターの結果につきましては、ホームページなどでもお知らせしております
し、また出前講座などで市民のかたのところにお伺いすることもありますので、その機会などにお知ら
せしていきたいと思います。ありがとうございます。

委

員

事務局

このモニターはリアルタイムでやってるんですよね。
そうです、はい。調査方法につきましては、平常時アンケートは黄砂予測の直前や、ある程度期間
をおいて、平常時にすることもあります。自分がアレルギーがあるとかの既往の症状等については、モ
ニター登録の時に登録していただいて、アンケートは今の健康状態について答えてくださいということ
でお送りし、3 日以内に答えていただくということにしてます。黄砂が飛来した後の調査は、黄砂が飛
来しましたので今の状態をお知らせくださいというのと、予防行動をとったかどうかなどを教えてくださ
いというアンケートを送って、3 日以内に回答してくださいということでお願いをする、そういうアンケー
トになっております。

委員長

どうもありがとうございました。他にどなたかご意見等ございませんか。このモニター調査は 3 年行っ
ているんですけど、この後、続ける予定はございますでしょうか。

事務局

一応、3 年間行いまして、昨年ご意見いただいた治療のことについても、結果をある程度出すこと
ができましたので、必要があればできる体制にしておりますけれども、一旦終了というかたちでまとめ
させていただければと思っております。

委員長

どうもありがとうございました。非常にいろいろなノウハウを蓄積されたと思いますが、必要があった
らまたできるような体制をもって、一応ここで終わりということで、委員のご意見にあったように、できる
だけ再周知を徹底できる方法を考えていただければと思います。それでは、議事の 3 番に移りたいと
思います。

(３)

福岡市黄砂情報及び PM2.5 予測情報の運用状況について

委員長

議事の 3 番は、福岡市黄砂情報及び PM2.5 予測情報の運用状況についてということで、事務局よ
り説明をお願いします。

事務局

（資料 3 の「福岡市黄砂情報及び PM2.5 予測情報の運用状況について」について説明）

委員長

どうもご説明ありがとうございました。非常に重要なことをたくさん含んでいるんですが、皆さんから
ご意見を伺う前に、本件につきましても委員からご意見を事前にいただいておりますので、事務局の
ほうから代読をお願いします。

事務局

はい。委員のご意見を代読いたします。黄砂、PM2.5 の予測について、今までの判断基準で問題
ないかという点についてでございますが、今までの判断基準を引き続き使用することに、問題は無い
と思います。市の予測情報は、必要な方が予防行動をとることができ、福岡市民の生活の質の向上
に役立っていると思います。次に、現在の PM2.5 予測情報の課題解決の方向性についてでございま
す。多い・少ないなどの段階表示や数値幅表示への移行で良いと思います。その区切りの値としては、
国の暫定指針 70 ㎍/m3 や環境基準 35 ㎍/m3 を使う方が良いと考えます。段階表示の場合は 3 段階
または 4 段階でもよいと思います。国の出している情報を見て私たちも解析していますので、国が改
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良しているシミュレーションを使うことには賛成です。以上でございます。
委員長

どうもありがとうございました。非常に明快な答えだったんですが。

委

もう、それでいいんじゃないでしょうか。

員

委員長

ただいまの委員の意見はいろんな論点を含んでいるのですが、ご意見等ございましたら。特に予
報モデルをどうすればいいか、レベルとか注意喚起の環境基準、混乱しそうなものがたくさんあるん
ですが、その辺ご意見等ありましたらよろしくお願いします。

委

員

事務局の意見に賛成です。というのは、色表示ですね。やっぱりどうしても数値でやってしまうと、
福岡県の発表と混乱してしまいますし、我々報道する側としても、非常に難しいんですよね。いくら高
感受性者、つまり呼吸器とか循環器に疾患のある方にと、もちろんつけるんですが、ごちゃごちゃに
なってしまう。ということなので、先ほど委員のご意見にもありましたけども、やっぱり 35、70、そしてた
しか運動会等を控えた方がいいっていう 140 っていうのがあったと思いますけど、そこら辺が閾値にな
るのかなという気がします。先日北京で設定初の、設定後初めて赤色警報が出たとか。あっちとまた
混乱されても困るんですけれども、だから真っ赤にするよりは、ああいう斜めの線ぐらいの方がいいの
かもしれませんが、その辺は今後として、まあ黄色・オレンジ・赤とか、そういうところなのかなという気
がします。それともう一つ、お願いというか、それがいいと思った理由は、どうしても皆さん、福岡県の
ホームページに、もちろん福岡市も、数値が出ますよね。そうすると、あれは 1 日平均 35 が環境基準
であるのに、1 時間値でみんな議論をしてしまうんですね。まあ報道もマスコミもそうなのですけど、もう
140 を超えました、とか。一時的にですね。なので、そういう数値でやるのも誤解を招くので、やっぱり
色表示がいいのかなと考えています。

委員長

どうもありがとうございました。今、福岡市の予報は 43.5 とか小数点以下までついてメールで来るん
ですが、県が注意喚起を始めるようになってますから、非常に混乱しやすい。なので、今いろんなか
たから意見が出ているように、多い、少ないっていうレベル表示のほうがたぶん変な混乱を招かない。
それは間違いないんじゃないかと思います。どういうレベルに分けるかは、いま国が改良してるモデル
がどんなふうに仕上がってくるかはあると思うので、ここではたぶんレベル表示に移行する方がいいと
いう意見をまとめさせていただいて、どういうふうにするかはもうちょっと事務局のほうに検討していた
だくというような方向で進めてはどうかと思います。よろしいでしょうか、皆さん。それでは、それはだめ
という方がいらっしゃらないので、その方向で考えていただきたいと思います。後は前日予報ができな
いということです。それは今は統計モデルを使ってるので、その日の朝じゃないと答えが出てこない。
前日の濃度から次の日の濃度を予想しようと思ったんですけど、統計モデルはやっぱり無理があった
んで、当日の朝にしました。それと国立環境研のグループが作ってるモデルなんですけど、そのモデ
ルが使いものになったら、統計モデルと合わせれば、もうちょっといいものができるんじゃないかって
いうのは考えられますから、その辺もテスト的に使えるようになったら逐次考えていただいて、次の…
次の次になるかもしれませんが、課題として引き継いでいってはどうかと思います。いかがでしょうか。
たしか環境研のグループが作ってるモデルは、九州地域が 10km とかかなり細かい格子です。なので、
それがちゃんと動けば、いろんな情報が 2 日ぐらい前から取れるはずなんです。それだと、前日予報
に十分使えるんじゃないかなと思います。適中率はまあ、こんなものなんでしょうね。5 割くらいですね。
やっぱり午後から急に濃度が上がると、統計モデルではうまくいかないところが出てきたと思うんです
けど、その解決もこの前日予報のモデルが動き出したら、ちょっと適中率がよくなるんじゃないのかな
と思っております。黄砂と PM2.5 を含めて適中率はまあまあかなと。もうちょっと努力がいるかもしれま
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せん。現状は、これくらいかなと。
委

員

ちょっとその適中率で疑問なんですが。黄砂の 2 ページですけど、黄砂の 1 日前予報と当日予報
がありますが、当然当日予報のほうが当たってよさそうなんですが、なぜか 1 日前予報のほうが当たっ
ている。それから、空振りとか見逃しも 1 日前予報のほうがいいんですかね。これはなんでだろうって。

事務局

詳しいシステムのことはよくわからないんですけど、前日は、黄砂が来るという予測、濃度的には
100 を超えるような濃度になってて、それがけっこうぎりぎりの時は、当日になったら 80 とか 90 くらいに
なって、うちの線引きからいうと出さないということになるのですが、実際は薄い黄砂が 10km 以上で観
測されたりということもあるので、結果的にはこういうことになってしまいます。基本 100 でうちが線を引
いているということのために、こういうこともあると。ただ、前日か当日かどちらか予測をしていれば、メ
ールを受け取られた方は、気をつけられるのかなと思っております。

委

員

まあたしかに、そうですけど。やっぱり当日のほうが当たってほしいですよね。やっぱりね。「今日来
ますよ。」ってやっぱり。昨日、「明日来ますよ。」っていったら、「やっぱり、ああそうやった。」って後か
ら思うよりは、「今日来ますよ。」「あ、じゃあもう今から？」っていうのはあるので。まあ、大変なのかもし
れませんが、じゃあ当日は閾値を 90 くらいにするとかですね。なにか、もしかしたら方法があるのかな
という気がしますけど。

委員長

気象庁のモデルは毎日計算してるので、前の日と次の日と答えがちょっと違ってくるんですね。そ
の影響が多分。モデルは毎年ちょっとずつ変わってるので。来年度にシステムを更新して以降に大
規模に変わる予定なんですね。

委

員

じゃあ、そのとき考えましょうか。

事務局

はい。

委員長

そうなると、もうちょっと当たるようになるんじゃないかと思います。なので、1 ポイントくらいで…。

委

そうですね。まあ、1 ポイントですね。でも、ライダーまで入れたら 3 ポイントぐらい違いますけど。

員

委員長

気象庁のモデルも逐次よくなるだろうということで、一応は運用は今までの通りでやっていただけれ
ばいいんじゃないかと思います。他にどなたか、ご意見等ございますか。

委

員

よろしいでしょうか。今の委員長のお話と関連した予測情報の提供のことなんですが、黄砂は別途
で、PM2.5 っていうのは国内要因であるか、あるいは国外からのいわゆる大陸から入ってくるものかに
よって、だいぶ予測の方法なり、あるいは適中率も変わってくると思うんです。で、私どもでやってる統
計モデルを使うと、国内要因であれば大体合うんです。ですが、やっぱり大陸の方から入ってくるとい
うことであれば、違う要因が大きく作用するので、なかなか当たらないということもありまして。それで、
私どもは黄砂あるいは PM2.5 のタイプによって、事前に準備をして、装置の整備なり、あるいは前処
理したりするんですけれども。私自身、韓国の者でございまして、そういうのもあって、福岡から近い韓
国の釜山の保健環境研究所、この間の夏休みに、出張で行かせてもらったんですけども、けっこう大
きなモニタリングネットワークというものを構築しておりまして、PM2.5、まだ全国的な基準にはなってな
いですけれども、膨大なデータを日々とっているということで。少なくとも釜山に来たら、1 日後大体福
岡も 8 割 9 割以上ですね、来るっていう感じなんですね。で、ソウルあたりだったら、北の方に流れて
しまうということもあるんですけれども。太平洋の気圧の配置の関係で。釜山あたりだったら大体ほぼ
100％来るんですよね。それで、見逃しなくフィールドワークが成功できますけども。で、ライダーだっ
てさっき黄砂の場合、数値モデルよりは実際観測値のほうが適中率が高いということになるとですね。
やっぱり PM2.5 も前日の予報ができないということで市民の方々からも、要求事項として多分上がっ
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ていると思うんですが。そういった、いわゆるネットワークを組んでやってるんですね。慶尚南道（キョ
ンサンナムド）とか北道（プクト）とか、そういった大きな枠の中で、PM2.5 の情報が共有できるような、
そういった行政的な力を発揮していただければ、少なくとも 1 日前の確実な情報が手に入るんじゃな
いかというふうに思っております。ライダーの場合は、気象庁でおそらく東アジア、それから日本全国
でネットワークを組んで共有してるんですよね。
委

員

ライダーは環境省さんですけど、まあ…。

委

員

ええ、環境省ですよね。それで、黄砂の場合はそういったネットワーク環境が整ってるんですけれど
も。これからは PM2.5 のですね、実際、実測としてのデータの共有ができれば、もっと有効に使えるの
ではないかというふうに考えております。

委員長

韓国は黄砂のモデルの予報出してるんですけれども、それは春、たしか 2 月くらいから 5 月、6 月く
らいまでは黄砂の予報の情報は出してます。通年ではやってないですね。なので、韓国のホームペ
ージ等がちゃんと見れるようになれば、それなりの有効な情報とは言えます。PM2.5 がどれくらいこち
らから見えるかというのが問題なんですけれども、それが何ヶ所かの都市とデータの共有ができれば、
風上の情報があるということは非常に有効な精度の向上になると思います。ですから、委員からどこが
いいとか教えていただければ、そこを見るようなシステムをどこかに組み込むっていうのはできるかもし
れません。ライダーは、環境研、環境省のグループでやっていて、韓国では済州島にあるんですね。

委

員

委員長

そうですね。済州島と水原（スウォン）とソウルという。
済州島のライダーはけっこう止まるんですね。なので、なかなかタイムリーには使えなさそうですね。
そのへんも含めて、使えるものは使えるようにしたらもっと、次のシステムがよくなるんじゃないかなと思
います。ただ、それにはきっとお金が発生するので、その辺をどうやって解決するかを議論していただ
きたいと思います。よろしいでしょうか。

事務局

PM2.5 の韓国等のデータですけれども、いま環境省のホームページで海外のデータということで、
中国のいくつかの都市と、釜山とか済州島とかのデータも見れるようになってますので、こちらでも参
考にしていきたいと考えております。

委員長

どうもありがとうございました。それでは、この議題、他にございませんか。なければ、議事の 4 番に
移りたいと思います。

(４)

福岡市における PM2.5 高濃度日の事例解析について

委員長

議事の 4 番は、福岡市における PM2.5 高濃度日の事例解析についてということで、事務局より説明
をお願いします。

事務局

（資料 2 の「福岡市における PM2.5 高濃度日の事例解析について」について説明）

委員長

どうもありがとうございました。これは報告事項ですが、なにかご意見等ございましたらよろしくお願
いします。福岡市で初めて注意喚起をやったケースですよね。

事務局

実は 6 月に 1 度、注意喚起があったんですけれども、その時は市内ではあまり濃度が上がりません
で実際に福岡市内で注意喚起レベルの濃度になったというのは、これが初めてでございます。

委員長

ありがとうございます。非常に典型的な例だと思いますから。ご意見等ございましたら。特にござい
ませんか。一応、この例については私個人的に非常に面白いと思っていて、モデルシュミレーション
を今やっていて、長崎県と一緒に福江島の成分分析、それをいま一生懸命やっていますから、それ
がまとまった段階で、どこかのタイミングでお話しできるかなと思います。いろいろ理解が深まるんじゃ
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ないかなと思います。特にないようでしたら、次の議事 5 番に移りたいと思います。

(５)

福岡市における PM2.5 の成分組成および発生源解析

委員長

議事 5 番については、福岡市における PM2.5 の成分組成および発生源解析ということで、事務局
より説明をお願いします。

事務局

（資料 5 の「福岡市における PM2.5 の成分組成および発生源解析」について説明）

委員長

どうもありがとうございました。これも報告事項ですが、特にご意見等ございましたらよろしくお願い
します。2 ページ目の図２にある調査期間というのは、環境省が全国いっせいにやってる期間になりま
すよね。

事務局

はい、そうです。全国で一週間程度お互いが重なっている状態で、その前後併せて二週間採取して
います。

委員長

特にございませんか。こういうデータは非常に貴重ですので、整備しておくといいと思います。それ
では、特にご意見等なければ、これで今日予定している議事はすべて終了しました。進行を事務局
の方にお返ししたいと思います。どうもありがとうございました。

３. 閉 会
事務局

今日いただきましたたくさんのご意見でございますけれども、たとえば健康影響調査、こういったも
のの集計につきましては反映させていきたいと考えております。今年度につきましては今回だけで終
わりでございますけれども、来年度では、今日いただきましたご意見等を元に情報提供の在り方など
また知見等を集めましてご議論いただきたいと考えております。本日はどうもありがとうございました。
これにて、終わらせていただきます。
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