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「瀬戸内海周辺地域を対象としたPM2.5 汚染評価モデルシステムの構築」	 
	 神戸大学海事科学研究科	 	 	 	 	 山地	 一代	 

	 

１	 研究の背景と目的	 

	 大気環境問題が深刻なアジア諸国の中でも特に冬季〜春季の中国北東部において、

Particulate	 Matter	 2.5	 （PM2.5）濃度が極めて高くなる事が問題視されている。さらに、

同時期、我が国でも、この高濃度PM2.5の越境汚染が、社会的な関心事となっている。一

方、我が国では、平成21年 9月に、「１年平均値15μg/m3以下かつ１日平均値35μg/m3

以下」とする PM2.5の環境基準が定められて以降、全国 500 カ所以上の常時監視局にて、

常時監視が実施されている。この結果、産業や人口の集中する大都市地域だけでなく、

全国広範囲にわたって、PM2.5の環境基準未達成局が多数存在することが報告されている。

PM2.5濃度上昇の原因としては、ローカルな人為起源の汚染に加えて、黄砂など自然起源

放出物質と燃焼など人為起源排出物質の影響を含む越境汚染の複合要因が考えられる。

兵庫県でもPM2.5の常時観測データが蓄積されており、県南部地域を中心として、環境基

準未達成局が複数存在している。兵庫県は西日本エリアに位置するために、近隣諸国の

越境汚染や火山性硫黄酸化物の影響を受けるとともに、特に、温暖で穏やかな瀬戸内海

沿岸地域では、ローカルなPM2.5が生成されやすく、また、滞留・蓄積しやすいなど、当

地域特有の影響も考えられる。しかし、観測データ解析だけでは、PM2.5の濃度上昇原因

の特定は難しく、故に、越境汚染量を考慮でき、かつ、ローカルの詳細な排出量情報（エ

ミッション・インベントリ）と気象情報と結合した、大気質動態モデルシミュレーショ

ンが、当地域の大気環境の詳細把握に有用であると考えられている。そこで、本研究で

は、兵庫県南部を中心とする瀬戸内海周辺地域を対象とした、PM2.5汚染評価モデルシス

テムを構築する事を目的とする。	 

	 

２	 研究方法・研究内容	 

	 本研究では、アジア地域を対象とした、エミッション・インベントリと大気質動態モ

デルシステムを基盤として、兵庫県南部を中心とする瀬戸内海周辺地域における、PM2.5

の動態シミュレーションをターゲットとした、高空間解像度の「気象（Weather	 Research	 

and	 Forecasting	 model,	 WRF）＝排出量（Sparse	 Matrix	 Operator	 Kernel	 Emissions	 model	 

system,	 SMOKE）＝大気質動態（Community	 Multi-scale	 Air	 Quality	 Model,	 CMAQ）統

合モデル」を構築する。WRF モデルでは、瀬戸内海周辺地域を対象とするために、既存

のアジア地域を対象としたモデルシステムより詳細な気象情報を得るために、気象庁メ

ソ再解析データ（JMA-MANAL）、Operational	 Sea	 Surface	 Temperature	 and	 Sea	 Ice	 

Analysis	 (OSTIA)	 を導入したWRFの多重ネスト計算環境を新たに整備し、モデルシミュ

レーションを実施した。モデルの空間解像度は、80	 km	 (75	 x	 95	 x	 37	 grids)、5	 km	 (98	 

x	 137	 x	 37	 grids)、1	 km	 (138	 x	 218	 x	 37	 grids)とした。このWRF出力値を利用する、

排出量モデル（SMOKE）と大気質動態モデル（CMAQ）も、同じ空間分解を採用する。排出

量データに関しては、国立環境研究所と計量計画研究所が燃料消費ベースでボトムアッ

プ作成した最新の国内のエミッション・インベントリ（East	 Asian	 Air	 Pollutant	 

Emissions	 Grid	 Database,	 EAGrid2000−Japan）と国立環境研が経済統計などからボトム

アップで作成したエミッション・インベントリ（Regional	 emission	 inventory	 in	 Asia,	 

REAS）を基本インベントリとし、SMOKE を当計算地域に対応させ、CMAQ 入力用排出デー

タを作成する。CMAQの入力用にコンパイルした、WRRおよびSMOKE の出力データをCMAQ

と結合させ、CMAQ多重ネスト計算を実施する。	 	 

	 瀬戸内海周辺地域環境監視局などの PM2.5観測データを用いて PM2.5モデル値の精度検
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証を実施する。	 

	 

３	 研究成果	 

	 図１には、2014 年神戸市内の常時監視局にて観測された PM2.5濃度の通年変化を示す。

2014 年、神戸市では、冬季〜初夏にかけて PM2.5 濃度が高くなる傾向が見られた。特に

PM2.5濃度が著しい５月後半〜６月前半について、後方流跡線解析を行なった結果、神戸

市に到達する気塊は、中国北東部を通過している事が判明した（図２）。	 

	 本研究では、兵庫県南部を中心とする瀬戸内海周辺地域を対象とした、PM2.5汚染評価

モデルシステムを構築し、当地域の広域にて、PM2.5 濃度の上昇が確認できる、春季、2

週間の連続モデル実験を実施した。WRF気象場は、One-Way３重ネストシミュレーション

を行ったが、並列計算機（Intel(R)	 Xeon(R)	 CPU	 E5-2695	 v2	 @	 2.40GHz）にて、24CPU

を投入して計算した場合、１日（24 時間）の計算に約 10 時間を要した。他のモデルの

実行、および、データ変換作業等の時間を考慮し、本研究では、２週間の連続計算とし

た。WRF連続計算結果を、CMAQとSMOKEで採用されているデータ形式（IOAPI：Input/Output	 

Applications	 Programming	 Interface）へ変換し、本研究にて利用するSMOKE、および、

CMAQと WRFの出力値を結合させた。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 

図２	 2014年 5月 31日、神戸市の各
常時監視局を起点とする後方流跡線

解析 
図１	 2014年神戸市内の常時監視局にて観測された PM2.5

濃度の通年変化 

図３	 各WRFモデル計算領域の地表面気温（モデル
最下層）。2014年4月10日0UTC。（a）第１ドメイン
（アジアドメイン）。格子間隔は、80km (75 x 95 x 37 
grids)。（b）第２ドメイン（西日本ドメイン）。格子
間隔は、5 km (98 x 137 x 37 grids)。（c）第 3ドメイ
ン（兵庫南部を中心とする瀬戸内周辺ドメイン）。格

子間隔は、1 km (138 x 218 x 37 grids)。 
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	 図３には、WRF による同じ時刻（2014 年 4 月 10 日 0UTC）の地表気温の出力結果の例を

示す。アジアドメイン（図３（a））と比較すると、計算の空間格子間隔をより細かく設定

した、西日本ドメイン（図３（b））、さらに、瀬戸内周辺ドメイン（図３（c））の計算にて、

地表気温の空間的変化を詳細に表現できるようになっている。	 

	 

	 図４には、CMAQ による地表 PM2.5濃度の 10 日間平均（2014 年 4 月 6-15 日）を示す。ア

ジアドメイン（図４（a））では、兵庫南部のPM2.5は、最大13-14μg	 m
-3となると計算され

た。一方、計算空間格子間隔をより細かく設定した、西日本ドメイン（図４（b））や瀬戸

内周辺ドメイン（図４（c））では、兵庫〜大阪の瀬戸内海沿岸部にて、PM2.5濃度の最大値

が17μg	 m-3に達することが確認できる。さらに、西日本ドメインと瀬戸内周辺ドメインを

比較した場合、瀬戸内周辺ドメインでは、PM2.5濃度の空間的変化を詳細に表現できるよう

になっている。局所的に出現する高濃度 PM2.5をモデルにて表現するためには、数 km スケ

ール以下の空間格子間隔をもつ大気質シミュレーションが必要であることが示唆された。	 

	 

図 5	 六甲アイランド兵庫県一般環境大気測定

局、（神戸市東灘区向洋町中 6 丁目）にお

けるPM2.5の観測値とモデル値（D1：第１ド

メイン１、D2:第２ドメイン、D3:第 3ドメ

イン）	 

	 	 

図 4	 各 CMAQモデル計算領域の地表面での PM2.5濃

度（モデル第一層の PM2.5濃度）。2014年 4月 6-15日
の 10日間平均値。（a）第１ドメイン（アジアドメイン）。
図中の四角（白線）は第２ドメイン。格子間隔は、80km 
(75 x 95 x 37 grids)。（b）第２ドメイン（西日本ドメイ
ン）。図中の四角（白線）は第３ドメイン。（c）第 3 ド
メイン（兵庫南部を中心とする瀬戸内周辺ドメイン）。

格子間隔は、1 km (138 x 218 x 37 grids)。 
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	 図５には、六甲アイランド兵庫県一般大気測定局にて測定されたPM2.5濃度の時間値、お

よび、各結果を示す。六甲アイランドでのPM2.5濃度は、4月 7日夜間より上昇し、4月 10

日の日中まで、40-50μg	 m-3程度の高い値が続いた。何れのモデル計算設定においても、

この濃度変化を捉えることができており、高濃度時の濃度レベルもほぼ再現できていた。

一方で、高濃度時において、時間値を10-20μg	 m-3程度過大評価する事例があった。4月

11日以降の低濃度期間においては、観測値は10-30μg	 m-3程度で変動していたが、モデル

値は5μg	 m-3となり、モデルはPM2.5を大幅に過小評価する結果となった。この間、瀬戸内

周辺ドメイン（第３ドメイン）計算結果のみ、4月 13-14 日にかけて、25-28μg	 m-3の PM2.5

を表現した。アジアドメイン（第１ドメイン）と比較して、西日本ドメイン（第2ドメイ

ン）と瀬戸内周辺ドメイン（第3ドメイン）は、4月 5日、7日の PM2.5濃度の上昇を表現

できるようになったが、まだモデルがPM2.5濃度を十分に再現できているとは言い難い。	 

	 	 今回の大気質動態モデル実験では、兵庫県南部を中心とする瀬戸内海周辺地域を対象と

して、空間解像度の向上に成功した。その結果、PM2.5濃度の空間的変化をより詳細に表現

することができた。一方で、本モデルのPM2.5濃度の再現性にはまだ改善の必要がある事も

示された。現行モデルでは、人為起源の排出量の時間変化を考慮できていないので、PM2.5	 

の時間変化を再現するには、この時間変化を考慮する必要もあると思われる。また、本モ

デルシステムでは、複数モデルの実行、および、データ変換作業に多大なCPU時間を費や

すことが確認された。今後は、モデル計算領域設定や並列計算処理部分の工夫を行うとと

もに、この規模の計算を行う際には、大型計算機の利用の検討が必要になると思われる。	 

	 

４	 生活や産業への貢献および波及効果	 

	 高濃度のPM2.5は人体への健康被害も心配されており、我が国では、その環境基準が定め

られて以降、常時監視網が整備され全国500カ所以上の局にてPM2.5観測が実施されている。

しかし、地上観測だけでは、時空間的に連続した PM2.5濃度情報を得ることは困難である。

そこで、本研究では、数値シミュレーション手法に基づく、兵庫県南部を含む瀬戸内海周

辺地域を対象としたPM2.5濃度再現モデルシステムを構築した。本モデルシステムは、当地

域のPM2.5汚染状態を時空間的に密な数値データとして得る事が可能である。また、気象予

測モデルと組み合わせる事で PM2.5 濃度の予測情報を提供する事が可能となると考えられ

る。	 

	 

	 


