
目 的

北海道では花粉症の原因となる植物として，ハンノキ属，

シラカバ（カバノキ属），イネ科，ヨモギ属等が知られて

いる ．なかでも，シラカバ花粉が現時点では最も重要な

花粉症の原因花粉となっている．シラカバはブナ目カバノ

キ科カバノキ属に属し，正式名称は「シラカンバ」である．

一般にシラカバと呼ばれていることから，本稿においては

以下「シラカバ」と記述する．

北海道では本州と異なり，シラカバは低地にも広く分布

し，都市部にも多く植栽されている．こういう事情もあり，

シラカバ花粉症は，札幌において我妻らにより1972年に

日本で初めて報告された ．その後，特に1980年代後半

から1990年代にシラカバ花粉症患者数の増加が指摘され

た ．シラカバ花粉症の有病率に関する情報は限られて

いるが，耳鼻咽喉科医及びその家族15,673名を対象とし

た2008年の全国疫学調査では，北海道のスギ以外の花粉

症有病率（CAP-RASTクラス２以上を陽性と判定）は，

19.5％（ちなみにスギ花粉症は2.2％）と報告されてい

る ．

一方，シラカバと同じカバノキ科に属するハンノキ属や，

同じブナ目に属するコナラ属（ブナ科）の花粉についても，

シラカバ花粉と共通抗原を有することが報告されてい

る ．また，イネ科の牧草花粉やヨモギ属花粉も花粉症

の原因花粉として無視できない．これらの花粉への曝露を

避けることは，花粉症の発症や重症化を防ぐために不可欠

である．そのためには，どのような花粉がいつ飛散するの

かという情報が重要であり，空中飛散花粉が札幌 や旭

川 で精力的に調べられた．我々も花粉症対策に役立てる

ため，1996年から札幌市北区においてシラカバをはじめ，

イネ科，ヨモギなど花粉症の原因となる主要な花粉の飛散

状況調査を開始し，現在まで18年間継続的に実施してい

る ．これまでの調査から，シラカバ花粉飛散量は，

年により20倍もの差が見られることが明らかになった ．

また，1997年と1998年の２年間札幌市北区の調査地点に

おいて，飛散花粉に関する網羅的な調査を行い，上記の主

要な花粉の飛散時期に，同時に他の様々な種類の花粉が飛

散していることを明らかにした ．しかしながら，当時

から15年が経過し，植生や気候の変化などにより，空中

花粉飛散状況が変化している可能性が考えられる．そこで，

1997年の花粉飛散状況と比較検討することを目的として，

2012年３月から10月に再度空中花粉飛散量の網羅的な調

査を行ったので，その結果について報告する．
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2012年の札幌市における空中花粉飛散量

ComprehensiveSurveyofAirbornePollen in Sapporo,Japan in 2012

武内 伸治 小島 弘幸 小林 智

ShinjiTAKEUCHI,HiroyukiKOJIMA and SatoshiKOBAYASHI

In Sapporo, Japan,birch pollen is themajor cause of pollinosis in spring,while grass pollen in
summer andmugwort pollen in fall causeit. In 1997,wehad investigated theamount ofairborne
pollenfromMarchtoOctoberinSapporo. In thisstudy,asimilarsurveywascarriedout in2012to
examinechanges in climate and vegetation around the sampling point between the two years. A
comparison ofthedata revealed that thecount ofcaptured Betula pollen grain in 2012was nearly
close to that in 1997. In addition,thecounts ofAlnus andFraxinus pollen grainscaptured in 2012
showedfeweringreaterorlesserdegreesthanthosein1997,respectively. Incontrast,thecountsof
Cryptomeria,Quercus,SalixandGrasspollengrains,suchasPoaceaeandArtemisia,capturedin2012
were greater than them,respectively. Themost abundant onewasBetula pollen in 1997,but was
Populus pollen in2012. Theratioofthecount ofBetula pollen grain to thoseofallpollencaptured
in theyear decreased from 20.4% in 1997 to 13.0% in 2012. In conclusion,differences ofairborne
pollen counts between thetwo yearswerevarious degrees depend on thekinds ofplants,although
thoseofBetula pollen grain in themweresamelevel. Further studyisneeded toclarifythetrends
ofyearlytotalamount oftheairbornepollens.

Keywords：airborne pollen（空中花粉）；hay fever（花粉症）；Betula（カバノキ属）；birch（シラカ
バ）



方 法

北海道立衛生研究所（札幌市北区）の屋上（地上15

m）にダーラム型花粉捕集器（暁製作所製花粉キャッ

チャー，Fig.1）を設置し，空中花粉の捕集を行った．す

なわち，ワセリンを塗布したスライドグラスを，塗布面を

上向きにして花粉捕集器の所定の場所に取り付け，自然落

下する花粉を粘着捕集した．毎朝定時（９時）にスライド

グラスを交換することにより，24時間の花粉捕集を行っ

た．調査は2012年３月初めから10月の終わりまで８カ月

間にわたり実施した．スライドグラス上の花粉は，ゲンチ

アナバイオレットグリセリンゼリーを用いて，18×18

mmのカバーグラスの下に染色封入した．カバーグラス

の範囲（3.24cm）に存在する染色された花粉を顕微鏡下

で計数し，１cm 当りの数に換算し，１日ごとの花粉捕集

数を算出した．

花粉の同定は，標準花粉プレパラートとの比較，検索

表 及び観測地点周辺の植物の開花時期を参考にして，

イネ科は科レベルまで，それ以外の花粉は属レベルまで識

別を行った．なお，本稿では「シラカバ花粉」はカバノキ

科花粉を意味し，ダケカンバ，ウダイカンバなどの花粉も

含んでいる．また，破損など形態が不鮮明で識別が困難な

花粉を含め，種類の識別及び同定に至らなかった花粉につ

いては，すべて「その他」として計数した．

結果及び考察

ダーラム型花粉捕集器で捕集された主な空中花粉（合計

30個/cm 以上観察された花粉）を Table1に示した．ま

た，木本花粉及び草本花粉の飛散状況について花粉カレン

Table1 AirbornePollen Observed in 2012in Sapporo,Japan

Pollen type (Japanese) Family Genus
Maximum

pollen counts
(p/cm/day)

Maximum
peak day

Total pollen
grains
(p/cm )

Abundance
ratio
(%)

Comparison
to data in 1997

(fold)

Trees

Alder ハンノキ属 Betulaceae Alnus 0.6 24-May 6.5 0.2 0.05

Birch カバノキ属 Betulaceae Betula 116.4 30-Apr 425.9 13.0 0.86

Sugi スギ属 Cupressaceae Cryptomeria 17.6 16-Apr 38.6 1.2 5.51

Willow ヤナギ属 Salicaceae Salix 13.3 27-May 52.5 1.6 3.09

Poplar ヤマナラシ属 Salicaceae Populus 295.4 30-Apr 627.5 19.2 1.45

Yew イチイ属 Taxaceae Taxus 119.4 25-Apr 389.8 11.9 1.22

Elm ハルニレ属，ケヤキ属 Ulmaceae Ulmus, Zelkova 16.0 25-Apr 53.1 1.6 0.98

Ash トネリコ属 Oleaceae Fraxinus 35.2 5-May 108.3 3.3 0.59

Mulberry クワ属 Moraceae Morus 12.3 16-May 51.5 1.6 NC

Pine マツ属，トウヒ属 Pinales Pinus, Picea 15.4 22-May 147.5 4.5 0.91

Ork コナラ属 Fagaceae Quercus 61.4 5-Jun 336.4 10.3 3.40

Subtotal 2237.7 68.5 1.18

Weeds

Grass イネ科 Poaceae indistinguishable 20.7 10-Jun 286.1 8.8 2.89

Plantain オオバコ属 Plantaginaceae Plantago 5.6 26-May 131.8 4.0 3.00

Dock ギシギシ属 Polygonaceae Rumex 3.1 23-Jun 37.3 1.1 2.07

Mugwort ヨモギ属 Asteraceae Artemisia 5.9 14-Sep 48.5 1.5 2.42

Subtotal 503.7 15.4 2.51

Others その他 524.1 16.0 1.56

Grand total 3265.4 100.0 1.34

NC:Not counted separatelyin 1997

Airbornepollen grainswerecaptured using Durham’ssamplerfor24h everydayfromMarch toOctoberon therooftopofabuilding at
a hight of15m from the ground. Thepollen grainswere dyed with gentiana violet and were identified and counted through a light
microscope.

Fig.1 Durham’s AirbornePollen Sampler
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ダーを作成し，それぞれ Fig.2及び３に示した．ハンノ

キ花粉については，捕集数が30個/cm 以下であったが，

シラカバ花粉と共通抗原を有しており花粉症対策に重要で

あることから，Table1及び Fig.2に表示した．

木本花粉について，1997年と2012年の花粉捕集数を比

較すると，増加や減少，あまり変化がみられないものなど

様々であった．シラカバ花粉飛散量は，年により大きく変

動することが知られている が，1997年のシラカバ花粉

捕集数は498個/cm である のに対して，2012年の捕集

数は425.9個/cm であり，近似した値であった（Table

1）．シラカバ花粉の飛散量は，シラカバ花粉が飛散する年

の前年の夏の気温に相関することが知られている ．

そこで，1997年と2012年の前年，すなわち1996年と

2011年の５月から８月の最高気温の積算値を比較したと

ころ，1996年の値を１とすると2011年の５，６月は1.08，

７月が1.06，８月は1.12であった（気象庁のホームペー

ジのデータを積算）．一方，1995年から2012年の18年間

で，月ごとの最高気温の積算値が最も低かった年を１とす

ると最も高かった年は，５月1.35，６月1.25，７月1.22，

８月1.23であった．この様な変動幅がある中で，1996年

と2011年の値は極めて近似していた．以上のことから，

1997年と2012年のシラカバ花粉捕集数は互いに近似して

いたが，この両年の前年の夏（特に５月から７月）の最高

気温の積算値も近似しており，類似した気象条件であった

ことが確認された．

ハンノキ属花粉は1997年の花粉捕集数が123個/cm

であったのに対し，2012年は6.5個/cm で1997年の

0.05倍に大幅に減少した（Table1）．この様な極端な花

粉捕集数の差は，他の樹種には見られなかった．このハン

ノキ属花粉の大幅な減少が2012年のみの現象かどうかに

ついては，引き続き観察を行っていく必要がある．

ヤチダモ（トネリコ属）花粉捕集数（108.3個/cm）も，

1997年を１とすると0.59倍（Table1）であり，2012年

の方が少なかった．ヤチダモ花粉は，シラカバ花粉と飛散

Fig.2 AirborneTreePollen Calendarin Sapporo,Japan (2012)
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時期が最も重なる花粉である（Fig.2）．

一方，2012年の方が1997年よりも多くの花粉が捕集さ

れた樹種は，スギ属38.6個/cm（5.51倍），ヤナギ属

52.5個/cm（3.09倍），コナラ属336.4個/cm （3.40

倍），ポプラ（ヤマナラシ属）627.5個/cm（1.45倍），

イチイ属389.8個/cm（1.22倍）であった（Table1）．

スギ属は1997年と比較して2012年花粉捕集数の増加率が

最も高かった樹種であるが，全国的にみると2012年はス

ギ属花粉の捕集数が例年よりも少ない年であった．スギ属

花粉が当所で捕集された時期は本州とは大きくずれている

ことから，本州から飛んできた花粉とは考えにくい．花粉

の飛散時期をシラカバと比較すると，スギ属はより早く，

ヤナギ属，イチイ属，ポプラ（ヤマナラシ属）は少し早い

がシラカバとかなりの時期で重なり，コナラ属はシラカバ

よりも遅いがシラカバの飛散後半時期と重なった（Fig.

2）．これらシラカバと花粉飛散時期が重なる樹種の花粉捕

集数が2012年の方が多かったため，相対的に2012年の全

花粉中に占めるシラカバ花粉捕集数（13.0％）は，1997

年（20.8％）と比較して大幅に減少した．また，最も花粉

捕集数が多かった樹種はシラカバに代わりポプラ（ヤマナ

ラシ属）となった．

このように，シラカバ以外の樹種では必ずしも捕集数が

1997年と2012年の間で近似した値とはならなかった．こ

のことは，前年の花粉が作られる時期，花粉形成時に影響

を受ける気象因子，樹種自体の花粉飛散周期，植生の変化，

病害虫等，樹種によりそれぞれ異なった影響を受けている

ものと考えられた．

草本花粉については，全体的に花粉捕集数の増加傾向が

見られた（Table1）．草本花粉で最も多いイネ科の花粉が

2012年（286.1個/cm）は1997年の2.89倍となり，そ

れに次いで数が多いオオバコ属（131.8個/cm）も3.00

倍と増加が見られた．また，秋の花粉症の原因となるヨモ

ギ属花粉も2012年（48.5個/cm）は1997年の2.42倍で

あった．草本花粉が全体に占める割合は，1997年の7.8％

から倍近い15.4％に大幅に増加した（Table1）．草本花

粉は花粉の飛散距離が少なく局地的な影響を受けやすいこ

とから，捕集地点である当所周辺の環境変化が草本花粉数

の増加の要因として考えられる．しかしながら，周辺に

次々と新しい建物が建設され，周辺の草地面積はむしろ減

少していると思われることから，草刈の時期や回数など別

の要因が存在する可能性も考えられる．

花粉飛散量は年ごとに大幅に変化するため，その傾向を

把握するためには長期間の継続的な調査が必要である．ま

た，気候や植生の変化などの長期的な影響を受ける可能性

もあるため，春から秋までの網羅的な花粉調査を定期的に

行うことが望ましいと考える．

要 約

札幌市北区に位置する北海道立衛生研究所屋上における

ダーラム型花粉捕集器を用いた調査が17年目を迎え，調

査開始当初との気候や植生などの長期的影響の有無を調べ

るため，2012年３月から10月の期間網羅的な花粉飛散量

調査を行った．その結果，シラカバ花粉については，2012

年と1997年を比べると，捕集数はどちらも17年間の平均

の約半分でほぼ同じレベルであったが，ハンノキ属花粉は

激減，ヤチダモ（トネリコ属）花粉も減少が見られ，逆に

スギ属，ヤナギ属，イチイ属，コナラ属の花粉は増加が見

られた．イネ科の牧草，オオバコ属，ヨモギ属など，草本

花粉も全体的に花粉捕集数が増加していた．花粉捕集数の

全体に占める割合が最も高い樹種は，1997年はシラカバ

（20.4％）であったが，2012年はポプラ（ヤマナラシ属，

19.2％）であった．今後も調査を継続し，花粉症対策に役

立つ情報を収集していく必要があると考える．

Fig.3 AirborneWeed Pollen Calendarin Sapporo,Japan (2012)
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稿を終えるにあたり，本調査のご支援をいただきました

北海道保健福祉部健康安全局地域保健・感染症グループに

深謝します．
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