
Long-term observation of Particulate Matter 2.5 (PM2.5) at central Tokyo

【諸言】Several words
大気中の微小粒子状物質(PM2.5)に起因する健康影響や視程障害は重大な関心
事になっている。しかし、PM2.5の化学組成には地域特性があり、地域ごとのPM2.5の
実態は明らかになっていない。そこで、本研究では、PM2.5の地域特性を明らかにす
るため、東京都渋谷区に所在する高校敷地内にて、高大連携によるPM2.5の濃度の
測定は高校科学部が行い、化学成分分析、電子顕微鏡による形態観察、電子線マイ
クロプローブアナライザーによる元素マッピングは大学研究室が担当し、PM2.5および
化学成分濃度の季節変化や汚染メカニズムについて考察した。本発表では2013年7
月から2016年12月までの観測結果を報告する。

ln order to characterize PM2.5 and its chemical properties in some places, Tokai 

university Bosei Senior High School and Tokai university worked together to 

observe the amounts of PM2.5 in the high school site in Shibuya ward, Tokyo. 

Science club staff of high school collected the PM2.5 samples from July 2013 to 

Dec 2016, and then measured the mass concentration of PM2.5.

The university laboratory was in charge of chemical analysis of water soluble 

ions, and visual observation of individual particles by SEM and EPMA. 
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測定期間中のPM2.5濃度は4.36～38.7 𝝁𝐠/𝐦𝟑であった。この値は同時期の東京都一般局の測定値
と同等のレベルであった。渋谷区におけるPM2.5濃度は春から夏にかけて上昇し、秋かけて低下、冬に
なると上昇傾向にあった。PM2.5濃度の上昇と同時にK
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起源粒子の長距離輸送された可能性や中国大陸からの砂漠土壌からの黄砂の影響が考えられる。
Analytical results showed the PM2.5 concentration ranged from 4.36 to 38.7 μg/m
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Sulfate was most abundant water soluble ions and its air concentrations significantly correlated 

with those of PM2.5.The PM2.5 concentration increased in late winter and spring with increases 

of sodium and potassium ions. There is a possibility of the long-range transport of Chinese dust 

as the cause.

PM2.5粒子には球状のものや凹凸があるものなど
様々な形態が存在があることが判った。今後も分
析に活用したい。
The aggregates of formless particles were 

attached on the surface of fiber webs. These 

particles seemed a mixture of different particles 

and the shape and structure was not uniform.

PM2.5濃度と水溶性イオンの分析

Concentrations of PM2.5 and chemical analysis of water soluble ions

PM2.5試料の捕集
期間：2013年7月～2015年6月
地点：東京都渋谷区

東海大学付属望星高等学校
捕集法： PM2.5サンプラー

(Thermo, FRM Model 2000)

捕集条件： 16.7 L/min, 7日間
捕集材：石英繊維製フィルター

(Whatman, QMA, 47 mmφ)

PM2.5濃度の測定
捕集前後のフィルター重量差
と通気流量から算出

【方法】Experiment method 

水溶性イオンの分析 Chemical analysis of water soluble ions

イオンクロマトグラフ法で定量
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粒子の形態観察 Visual observation of individual particles

高分解能電解放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)
元素マッピング Visual observation of individual particles by EPMA

電子線マイクロプローブアナライザー(EPMA)

PM2.5濃度(𝝁𝐠/𝐦𝟑)＝
捕集量 𝝁𝒈

通気流量(𝐦𝟑)

Na及びSの元素マッピングの重ね合わせにより、
硫酸塩は海塩性（ss-SO4

2-
）と非海塩性（nss-

SO4

2-
）に判別でき、渋谷区では全硫酸塩の99%

がnss-SO4

2-
であった。

Both ss-SO4

2-
and nss-SO4

2-
were found by 

elemental mapping analysis of EPMA. The 

nss-SO4

2-
accounted for 99% of total ss-SO4

2-
.
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【結果及び考察】Research experiment and resultand consideration

Fig.2 Seasonal variations of air concentrations of PM2.5 and water soluble components observed at central Tokyo (July 2013 ~ July 2015)

電子顕微鏡による形態観察
Visual observation of individual particles by SEM

元素マッピング
Visual observation of individual particles by EPMA
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Fig.4 EPMA images of PM2.5 collected on a quartz fiber at central TokyoFig.3 FE-SEM images of PM2.5 collected on a quartz fiber at central Tokyo

Fig.1 Seasonal variations of air concentrations of PM2.5 at central Tokyo (July 2013 ~ Dec 2016)
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冬 初夏

冬 初夏

冬

初夏

【まとめ】 Summary
これまでの調査で観測されたPM2.5濃度および水溶性イオン濃度は季節による変動に特徴が見られ
た。積雪の影響および長距離輸送の影響については仮説を検証する必要があるため、今後も継続調査
を行い渋谷区におけるPM2.5の汚染機構解明に関する評価につなげたい。
By investigating air concentrations of PM2.5 and the water soluble ions at Shibuya ward, Tokyo, 

we found the concentration levels greatly varied with season. It‘s necessary to inspect the 

hypothesis about influences of snow and long-range transport on the variations. I'd like also to 

do continuing the observation and elucidate the air pollution by PM2.5 at central Tokyo.

大陸から東京都への風向き
direction from the continent to Tokyo

冬（#1 Feb.24~Mar.2, 2014) 夏（#2 May 28~June 3, 2014)

冬と夏のサンプリングした1週間の風の
向きのデータも調査すると大陸から風が
吹いていることが分かった。仮説の通り、
中国大陸などから越境汚染をしていること
が裏付けられた。
When we looked at the data on the 

wind direction of the week we sampled 

in winter and summer, we also found 

that the wind was blowing from the 

continent. As hypothesized, it was 

confirmed that cross-border pollution 

from China mainland etc., etc.


